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4.4 下水汚泥等資源化プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

 現在、年間約 2,500 トン発生している脱水汚泥（公共下水、集落排水処理・し

尿処理）は、すべて竹野川衛生センター（一部、網野衛生センター）で焼却処理

されている。この脱水汚泥を焼却せずにセメント原燃料やボイラー燃料、堆肥と

して資源化する取り組みを行う。 

事業主体 ・民間事業者 

計画区域 ・京丹後市内 

原料調達計画 
・3,510トン（下水道接続率 100％時の推計値） 

（公共下水・集落排水処理施設・し尿処理施設から発生する脱水汚泥） 

施設整備計画 

・下水汚泥等を発酵乾燥させる資源化施設用地を選定し、3年以内に資源化施設を

建設する。 

 

製品・エネルギー

利用計画 

・市内で発生する脱水汚泥の全量をセメント原燃料やボイラー燃料、堆肥として

資源化する。 

※脱水汚泥量 3,510トンで試算。脱水汚泥（含水率約 84％）を発酵乾燥させ含水

率約 30%、約 800トンまで減容化する。 

・セメント原燃料仕向け量 ― 約 500トン 

・ボイラー燃料仕向け量 ― 約 200トン 

・堆肥仕向け量 ― 約 100トン 

事業費 

[施設建設費概算]  

※計画処理汚泥量 3,510トン 

207,000,000円 

※土地造成費用や一次側電気工事は含まず 

年度別実施計画 

・平成 27年度：市内で発生する脱水汚泥の発酵乾燥試験を行い、発酵温度、臭気

濃度、減容率等の基礎データを収集する。 

・平成 28～29年度：資源化施設の建設用地の検討 

・平成 30年度：資源化施設の建設、資源化開始 

事業収支計画 

[事業開始 5年後の収支計画] 

・収入：51,000千円／年 

・支出：41,000千円／年 

 

平成２７年度に具体化する取組 

・下水汚泥等の発酵乾燥実証試験を実施する。実際に市内で発生する汚泥を発酵乾燥させて減容化し、

発酵温度、臭気等の必要な基礎データを収集する。発酵乾燥試験に係る事業費は、平成 27年度市単費

事業として予算計上。予算額：2,342千円。発酵乾燥試験委託業務の受託者は、市内衛生業者。 

５年以内に具体化する取組 

・資源化施設の建設用地を選定。施設を建設し資源化に着手する。 

１０年以内に具体化する取組 
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・市内の公共下水、集落排水処理施設、し尿処理施設から発生する汚泥の全量を資源化する。 

効果と課題 

効果 

・下水汚泥等を発酵乾燥させ、セメント原燃料やボイラー燃料、堆肥として資源化する

ことにより、化石燃料を使用しない処理を行い Co2排出量を削減することができる。ま

た、焼却灰の埋立てがなくなることにより、最終処分場の延命化を図ることができる。 

課題 
・事業として継続できる取り組みにするために、市域を超えて広域から汚泥を集めてス

ケールメリットを確保する必要がないか検討が必要。 

イメージ図 
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4.5 バイオマスプラスチック化プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

バイオマスプラスチック製品の成形性の改善や物性強度の向上に取り組むこと

により、市場での競争力を高め、販路拡大を図る。製品の成形性や外観に対する

顧客ニーズに応えるため、原料である木粉、竹粉の最適な粒度や水分量などを検

討するとともに、生産能力拡大のため、樹脂化施設（二軸押出機）を追加導入す

る。 

事業主体 ・民間事業者 

計画区域 ・京丹後市内 

原料調達計画 

原料種別：木材、竹（乾燥重量） 

・平成 27年度：30トン 

・平成 31年度：550トン 

・平成 36年度：980トン 

 

施設整備計画 

樹脂化施設（二軸押出機等）を新たに導入し、製品の生産力をアップして、効率

的な大量生産を行うことによりコストの大幅な削減を図る。 

[施設内訳] 

・二軸押出機 

・原料輸送装置 

・押出機後処理装置 

・ペレタイザーユニット 

・乾燥機 等 

製品・エネルギー

利用計画 

・平成 27年度：60トン（製品～工業用途以外の副資材製品など） 

・平成 31年度：1,100トン（製品～工業用途以外の副資材製品など） 

・平成 36年度：1,950トン（製品～工業用途製品など） 

（バイオマス率 50％樹脂） 

事業費 樹脂化施設追加導入費：155,000千円 

事業収支計画 

・平成 27年度：売上 2千万円、原価 1.5千万円、付加利益 0.5千万円 

・平成 31年度：売上 36千万円、原価 27千万円、付加利益 9千万円 

・平成 36年度：売上 65千万円、原価 48千万円、付加利益 17千万円 

 

 

平成２７年度に具体化する取組 

・樹脂化施設（二軸押出機）を導入し、生産力を向上させる 

・基礎物性、機能性の確認・検討 

・工業用途向け以外の副資材的製品の開発 

５年以内に具体化する取組 

・強度物性、機能性の付加 

・工業用途向け以外の副資材的製品の開発（引き続き） 

１０年以内に具体化する取組 
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・強度物性、機能性の向上 

・工業用途向け製品の開発 

効果と課題 

効果 
樹脂化施設（二軸押出機）を導入することにより、製品の品質向上、生産力アップ、製

造コスト低減を図ることができる。 

課題 

・石油原料製品と比較して 2～3倍のコスト高となるため、販路拡大のためにコスト削減が

必要 

・引張、引裂、衝撃強度の調節が困難 

・工業用途など販路拡大のためには抗菌性、消臭性、帯電防止性、防錆性、生分解性など

の付加価値や機能性の向上が必要 

 

イメージ図 
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4.6 バイオマス以外の再生可能エネルギー  

本市は、平成 18 年度に「循環・共生・参加型まちづくり表彰【環境大臣賞】」を受賞

し、平成 25年に「再生可能エネルギー導入促進基本方針」を策定するなど、自然環境を地

域固有の資源として捉え、地域が自主的かつ主体的に取り組むことのできる再生可能エネ

ルギー事業を推進している。再生可能エネルギーの活用により温室効果ガスの排出抑制に

貢献することはもとより、自然エネルギーと社会･産業基盤の好循環を形成し地域社会・地

域産業双方の活性化と地域全体の持続可能性を高め、安全で安心して暮らせるまちづくり

を進めることを目指している。 

電力システム改革をはじめとした地域電力インフラにおける大きな変革期を迎えた今

般、自立的で持続可能な地域エネルギーの地域循環構築へ、売電収入の中だけで構成され

る発電事業を地域エネルギーとしてどう集め循環できるか、地域資源の有効活用と地域へ

の経済的な貢献が図られるエネルギーの地産地消実現に向け、今後、その仕組み導入の可

能性を検証することとしている。 

“地域エネルギー事業”すなわち「エネルギーインフラ事業」や「エネルギーサービス

事業」を複合的にとらえ、地域エネルギーの地域循環型基盤整備事業として事業及び分野

横断的地域課題解決と持続可能な地域社会の基盤形成を目的として再生可能エネルギー事

業に取り組むこととしている。 

京丹後市域の電力消費状況 

平成 25年度末 需要口数（口） 消費電力量（千 kWh） 

電灯 42,981  152,779  

低圧電力 7,506  38,406  

特定規模需要（業務用） 276  75,795  

特定規模需要（産業用･他） 229  88,886  

合計 50,992  355,866  

 

地域内電力消費量 355,866千 kWhに対し、地域内再生可能エネルギーの発電量は推定で

約 13,167千 kWh、占有率は 3.7％となる。 

都市ガスを有する地域でないためコジェネレーションを有効に展開することは難しく、

また、地勢的条件もあり各種再生可能エネルギーの潜在規模は大きくない。 

一方、特別大規模な消費地域でもないことから、適正な規模感と地域課題とを的確にと

らえた事業化検討を行うことは言うまでもなく、こういった地域にしか発想し得ないエネ

ルギーマネジメントの中に再生可能エネルギーを位置付ける必要がある。 

エネルギーインフラ事業においては再生可能エネルギーの占有率を公共施設における

消費量に相当する 4.2％に引き上げることを当面の目標に置き、事業に取り組むこととし

ており、2025年度には 15％まで引き上げることを目標としている。 
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京丹後市域の再生可能エネルギー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 地域波及効果 

本市においてバイオマス産業都市構想を推進することにより、計画期間内（平成 36 年

度までの 10年間）に、次のような市内外への波及効果が期待できる。 

 

5.1 雇用創出効果 

本構想における４つの事業化プロジェクトの実施により、以下の既雇用者の継続した雇

用が確保できるとともに新規雇用者の増加が期待できる。 

 

表 雇用者数 

事業化プロジェクト 雇用者数 

バイオガス発電の拡充と 

地域新電力への電力供給 
5人 

木質バイオマス利活用 8人＋4人（新規） 

下水汚泥等の資源化 2人 

バイオマスプラスチック化 15人 

合 計 34人 

5.2 その他の波及効果 

バイオマス産業都市構想を推進することにより、経済波及効果や新規雇用創出効果の他、
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以下の様々な地域波及効果が期待できる。 

 

表 期待される地域波及効果（定量的効果） 

期待される効果 指 標 定量効果 

地球温暖化防止 

低炭素社会の構築 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替量 

電気：8,760 MWh/年 

熱：31,351 GJ/年 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替費 

（電力及びＡ重油換算） 

7.8億円/年 

・温室効果ガス(CO2)排出削減量 15,895 t-CO2/年 

エネルギーの創出 

・地域エネルギー自給率 

＝バイオマスと太陽光発電等再エネ

によるエネルギー供給量／京丹後

市内エネルギー消費量（平成 37年

度） 

電気：15 % 

熱：－ % 

防災・減災の対策 ・災害時の燃料供給量 
チップ供給可能量： 

9,670トン/年 

森林の保全 

里地里山の再生 

生物多様性の確保 

・林地残材の利用量、販売量等 

間伐量：18,000 t/年 

間伐材搬出量：18,000 t/年 

チップ売上額：2 億円/年 

 

6 実施体制 

6.1 構想の推進体制 

本市は、平成 21 年度にバイオマス利活用の推進を図る部署として環境バイオマス推進

課を設置し、本市で発生するバイオマスの利用促進に取り組んでいる。事業の実施に際し

ては、市内外の民間事業者や大学、研究機関、京都府などと連携し、バイオマス事業化プ

ロジェクトの実現に向けて取り組みを進めていくこととする。 

本構想が有効に機能し、具体的かつ効率的に推進するためには、バイオマスの収集・運

搬やエネルギー・マテリアル等のバイオマス製品の利用においては市民や事業者等との協

働・連携が不可欠であり、大学や研究機関等との連携、国や京都府による財政を含む支援

も、プロジェクトを実現し継続するためには必要となるなど、事業者・市民・行政がお互

いの役割を理解し、関係機関を含む各主体が協働して取り組む体制の構築が必要である。 

そのため本構想では、本市が主体となって組織横断的な「京丹後市バイオマス産業都市

構想推進協議会（仮称）」を設置し、本構想の全体進捗管理、各種調整、広報やホームペー

ジ等を通じた情報発信等を行うものとし、5つの事業部会を設ける。 

各プロジェクト実施の検討や進捗管理は、市や民間事業者等の事業化プロジェクト実施

主体が中心となって各事業部会で行い、検討状況、進捗状況等について本組織に報告を行

い、情報の共有、連携の強化を図るものとする。 

さらに、平成 25 年に設置した「京丹後市再生可能エネルギー導入促進会議」に事業計
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画や事業実施状況の報告を行うことにより、事業化プロジェクトのオーソライズを受け、

第三者の立場からも客観的な評価及び必要な助言を得ることとする。 

 

 

図 構想の推進体制 

 

6.2 検討状況 

 バイオマス産業都市構想策定に向けたこれまでの検討状況を下表に示す。 

 

表 バイオマス産業都市構想策定に向けた検討状況 

年 月日 プロセス 内 容 

平
成
２
６
年 

8月27日 

■構想策定に関する（一社）日本有機資源協会

との協議 

・構想の策定方法に関する打ち合わせ 

11月7日 

■京丹後市再生可能エネルギー導入促進会議 ・構想策定に向けて報告 
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11月12日 

■庁内代表課長会議にて構想策定の説明 ・構想策定に関する説明と協力依頼 

12月16日 
■京丹後市再生可能エネルギー導入促進会議 ・事業化プロジェクト案について説明 

平
成
２
７
年 

1月15日 
■バイオマス産業都市構想づくり打ち合わせ 

・地域環境資源センター 岡庭氏・大森氏 

・構想素案作成に関する打ち合わせ 

・事業化プロジェクトの内容検討 

2月19日 

■バイオマス産業都市構想庁内協議 

・環境バイオマス推進課・下水道整備課・市民

課・衛生センター 計6名 

・構想素案作成に関する打ち合わせ 

・事業化プロジェクトの内容検討 

2月21日 

■バイオマス産業都市構想づくり検討会 

[検討委員] 

・京都大学大学院農学研究科 大土井助教 

・日本下水道事業団 資源技術開発課 

 島田課長代理 

・日本有機資源協会 菅原主幹 

[事務局] 

・地域環境資源センター 岡庭氏、大森氏 

・バイオマス利用状況の確認 

・事業化プロジェクトの内容検討 

・意見交換 

3月5日 

■京丹後市再生可能エネルギー導入促進会議 ・事業化プロジェクト案の説明と承認 

6月～7月 
■京丹後市再生可能エネルギー導入促進会議委

員への構想案説明 

・委員個別に構想案の説明と意見交換 

 

 

 

7 フォローアップの方法 

7.1 取組工程 

本構想における事業化プロジェクトの取組工程を下図に示す。 

本工程は、社会情勢等も考慮しながら、進捗状況や取組による効果等を確認・把握し、

必要に応じて変更や修正等、最適化を図るものとする。 

原則として、5年後の平成 32年度を目途に中間評価を行い、構想の見直しを行うものと

する。 
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図 本構想の取組工程 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

バイオマス産業都市構想 策定

再生可能エネルギー導入促進会議 設立済

構想推進協議会 設立

部会設置

プラント運転

生ごみ受入設備拡充

生ごみ資源化拡大

液肥貯留槽増設

液肥散布量拡大

地域新電力への電力供給の検討

地域新電力への電力供給開始

部会設置

プラント運転

木質バイオマス燃料化拡大

部会設置

脱水汚泥発酵乾燥試験

資源化施設設置の検討

資源化施設建設

燃料・堆肥利用

部会設置

プラント運転

混練設備増設

バイオマスプラスチック化拡大
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進捗管理の指標例 

本構想の進捗状況の管理指標例を、プロジェクトごとに次表に示す。 

 

表 進捗管理の指標例 

施 策 進捗管理の指標 

全 体 

＜バイオマスの利用状況＞ 

・各バイオマスの利用量及び利用率と目標達成率 

・エネルギー（電気・熱）生産量、地域内利用量（地産地消率） 

・目標達成率が低い場合はその原因 

・バイオマス活用施設におけるトラブルの発生状況 

・廃棄物処理量（可燃ごみ量、ごみ質、組合負担金等） 

・これらの改善策、等 

＜バイオマス活用施設整備の場合＞ 

・計画、設計、地元説明、工事等の工程通りに進んでいるか 

・遅れている場合はその原因や対策、等 

１ 

バイオガス発電の拡充

と地域新電力への電力

供給 

・食品廃棄物・家庭生ごみの受入量 

・バイオガス発生量・発電量・売電量 

・施設改修の実施状況と安定運転の確保 

・地域新電力への電力供給方法の検討 

・施設設備総合点検による長期修繕計画の作成状況 

２ 木質バイオマス利活用 

・間伐材、林地残材の調達量 

・森林経営計画の策定数 

・チップ供給量（バイオマスボイラー燃料、製紙用パルプ原料） 

・バイオマスボイラーの民間施設等への導入件数 

３ 下水汚泥等の資源化 

・資源化事業の実施主体の決定 

・発酵乾燥実証試験による基礎データの分析 

・資源化施設の建設用地の検討、施設整備計画、地元説明 

・下水汚泥等の発生量 

４ 
バイオマス 

プラスチック化 

・木材、竹、もみ殻、米ぬかの利用量 

・木粉、竹粉の微粉化検討状況 

・新規導入する樹脂化施設の導入状況 

・工業用途、工業用途以外の製品製造量 

・販路拡大方策の検討状況 

 

7.2 効果の検証 

7.2.1 取組効果の客観的検証 

本構想を実現するために実施する各事業化プロジェクトの進捗管理および取組効果の
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検証は、各プロジェクトの実行計画に基づき事業者が主体となって 5年ごとに実施する。 

具体的には、構想の策定から 5 年間が経過した時点で、バイオマスの利用量・利用率及

び具体的な取組内容の経年的な動向や進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取組内容を

見直す「中間評価」を行う。 

また、計画期間の最終年度においては、バイオマスの利用量・利用率及び具体的な取組

内容の進捗状況、本構想の取組効果の指標について把握し、事後評価時点の構想の進捗状

況や取組の効果を評価するものとする。 

本構想の実効性は、PDCAサイクルに基づく環境マネジメントシステムの手法を用いて継

続して実施することにより効果の検証と課題への対策を行い、実効性を高めていくことと

し、検証結果を踏まえ、必要に応じて構想の見直しを行うものとする。 

なお、中間評価並びに事後評価については、必要に応じて京丹後市再生可能エネルギー

導入促進会議及び京丹後市バイオマス産業都市構想推進協議会（仮称）に報告し意見を求

め、各評価以降の構想等の推進に反映するものとする。 

 

 

図 PDCAサイクルによる進捗管理及び取組効果の検証 

7.2.2 中間評価と事後評価 

（１）中間評価 

計画期間の中間年となる平成 32年度に実施する。 



50 

 

 

１）バイオマスの種類別利用状況 

2.1項の表で整理したバイオマスの種類ごとに、5年経過時点での賦存量、利用量、

利用率を整理する。 

これらの数値は、バイオマス活用施設における利用状況、廃棄物処理施設の受入量

実績値、事業者への聞取り調査、各種統計資料等を利用して算定する。 

なお、できる限り全ての数値を毎年更新するように努めるとともに、把握方法につ

いても継続的に検証し、より正確な数値の把握、検証に努める。 

 

２）取組の進捗状況 

6.1 項の取組工程に基づいて、４つの重点施策ごとに取組の進捗状況を確認するこ

ととする。 

利用量が少ない、進捗が遅れている等の場合は、原因や課題を整理する。 

 

３）構想見直しの必要性 

進捗状況の確認で抽出された原因や課題に基づいて、必要に応じて目標や取組内容

を見直す。 

 

①課題への対応 

各取組における課題への対応方針を整理する。 

 

②構想見直しの必要性 

①の結果を基に、京丹後市バイオマス産業都市構想や各施策（プロジェクト）の実

行計画の見直しの必要性について検討する。 

 

４）構想の実行 

目標や構想を見直した場合を含めて、その達成に向けた取組を実施する。 
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（２）事後評価 

計画期間が終了する平成 36年度を目途に、計画期間終了時点における（１）と同じ「バ

イオマスの種類別利用状況」「取組の進捗状況」に加えて、以下の項目等について実施

する。 

 

１）指標の設定 

バイオマスの利用量・利用率以外に、本市の取組の効果を評価・検証する指標によ

り効果を測定する。 

評価指標は 7.3項の例を参考にして設定する。 

 

２）改善措置等の必要性 

進捗状況の確認や評価指標による効果測定等により抽出された各取組の原因や課題

について、改善措置等の必要性を検討・整理する。 

 

３）総合評価 

計画期間全体の達成状況について総合評価を行う。前項で検討・整理した改善措置

等の必要性や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間終了後の目標達成の見通しについ

て検討・整理する。京丹後市再生可能エネルギー導入促進会議に上記内容を報告し、

次期構想策定に向けた課題整理や今後有効な取組について助言を得て検討を行う。  
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8 他の地域計画との有機的連携 

 

本構想は、「北近畿新時代へ 和のちから輝く京丹後」の実現を目指す「第２次京丹後

市総合計画」を最上位計画として、個別の計画や京都府における種々の計画等との連携・

整合を図りながら、バイオマス産業都市の実現を目指すものとする。 

このほか、必要に応じて、周辺自治体や府外等を含む関係機関における構想・計画・取

組等とも連携を図りながら推進するものとする。 

 

図 京丹後市バイオマス産業都市構想の位置付け 
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京丹後市バイオマス産業都市構想 

 

―「環のちから」のまちづくり 資源循環都市の実現― 

 

京丹後市 農林水産環境部 環境バイオマス推進課 


