
 

 
 

 

 

 

農業集落排水資源の再生利用に関する手引き（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 

 

 

農村振興局 整備部 地域整備課 



 

 
 

農業集落排水資源の再生利用に関する手引き（案） 

目次 

第 1章 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

1.1 手引きの目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

1.2 農業集落排水事業とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

 1.2.1 農業集落排水事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

 1.2.2 集落排水施設の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

1.3 集排バイオマスの再生利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

  1.3.1 農業集落排水事業における集排バイオマスの再生利用の意義・・・・・・・・4 

   (1)集排バイオマス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

   (2)集排バイオマスの成分と発生量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

   (3)集排バイオマスの肥料利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

   (4)農村地域での資源循環型社会の形成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

   (5)新たな土地改良長期計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

  1.3.2 農業集落排水施設と集排バイオマス処理の現状 ・・・・・・・・・・・・・11 

   (1)資源循環促進計画と集排バイオマスの再生利用・・・・・・・・・・・･・・11 

   (2)集排バイオマスの再生利用処理費(汚泥処理費) ・・・・・・・・・・・・・13 

   (3)集落排水施設の老朽化と再編統合・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・14 

   (4)農業集落排水事業における資源循環施設の整備支援・・・・・・・･・・・・15 

1.3.3 下水道及び浄化槽汚泥のリサイクルの現状 ・・・・・・・・・・・・・・・16 

 (1)下水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・16 

 (2)し尿処理施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・18 

 

第 2 章 集排バイオマスの再生利用の現状と課題（アンケート結果等からとりまとめ）･22 

 2.1 集排バイオマスの処理と再生利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・･・22 

(1)処理と再生利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・22 

(2)集排バイオマスの処理・再生利用方法ごとの状況について・・・・・・・・・・26 

 

第 3 章 集排バイオマスの再生利用の取組みに向けて・・・・・・・・・・・・・・・34 

3.1 集排バイオマスの基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

(1)集排バイオマスの再生利用の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

(2)集排バイオマスの弱みを強みに変える考え方・・・・・・・・・・・・・・・・37 

(3)集排バイオマスの再生利用がもたらす波及効果・・・・・・・・・・・・・・・37 

3.2 集排バイオマスを再生利用する検討の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

(1)現在の処理状況の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 



 

 
 

(2)下水道やし尿処理施設の処理状況の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

(3)肥料等の新たな活用に向けた検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

(4)コストの総合検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

(5)実現性に向けた検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

(6)協力体制の構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

(7)計画の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

3.3 新たな集排バイオマスの再生利用の拡大に向けた視点 ・・・・・・・・・・・・44 

(1)品質管理（利用する側の立場に立った再生利用物の品質管理等）・・・・・・・44 

(2)集約処理（複数の施設からの集排バイオマスを集約的に処理）・・・・・・・・44 

(3)混合処理（集排バイオマス以外のバイオマスと一体的に処理）・・・・・・・・45 

(4)既存施設の有効活用（し尿処理施設、下水道処理施設での処理）・・・・・・・46 

(5)愛称をつける（再生利用物である肥料や取組みそのもの等に愛称をつける等）･･46 

 

第 4 章 農村地域における資源循環を実現する集落排水施設の可能性・・・・・・・・47 

4.1 農村の現状からみた新たな資源循環システムの必要性・・・・・・・・・・・･・・47 

4.2 集落排水施設と連携した小規模メタン発酵による液肥製造とエネルギー化・・・・・50 

(1)集落排水施設と連携した小規模メタン発酵による液肥製造とエネルギー化の提案・50 

4.3 小規模メタン発酵システムの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

(1)メタン発酵とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

(2)メタン発酵施設の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 

(3)メタン発酵施設のシステム構成・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・54 

(4)メタン発酵施設の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

4.4 小規模メタン発酵システムのコスト試算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 

 (1)維持管理費の試算条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 

 (2)試算の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

 (3)小規模メタン発酵施設整備に歳出可能な費用・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

4.5 今後の課題・検討事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 

 

第 5 章 集排バイオマスの利活用の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

5.1 施設用地内の資源循環施設の取組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

5.2 他施設（し尿処理施設、下水道処理施設）を利用した処理・・・・・・・・・・108 

5.3 エネルギー利用した処理（下水道、メタン発酵技術の例）・・・・・・・・・・・118 

 

（参考資料） 

・手引きで使用する用語、関係法令①  手引きで使用する用語、関係法令・・・参考-1 

・肥料登録について（ハンドブック抜粋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考-15 

・汚泥肥料の安全管理について（ハンドブック抜粋）・・・・・・･・・・・・・参考-26 

・集排バイオマスアンケート結果（ダイジェスト版）・・・・・・・・・・・・・参考-42 



 

 
 

 

農業集落排水資源再生利用検討調査委員会 

委 員 名 簿 

 

 

○ 委員長 

 

高橋 强 一般社団法人 農業農村整備情報総合センター 理事長 

 

 

○ 委員（五十音順） 

菅原 良 一般社団法人 日本有機資源協会 事務局 次長 

 

塚原 建一郎 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

安全科学研究部門 主任研究員 

 

中村 真人 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

農村工学研究部門 地域資源工学研究領域 

地域エネルギーユニット 主任研究員 

 

森田 昭 一般財団法人 日本環境衛生センター 

総局国際事業部JSC支援室 シニアアドバイザー 

 

 

 

 



 

 
 

第１章 一般事項   

1.1 手引きの目的 

農業集落排水事業は、汚水処理過程から発生する集落排水汚泥をバイオマス資源とし

て利用し、農村の循環型社会の構築に資する目的を持っている。一方、農業集落排水施

設（以下「集落排水施設」という。）の維持管理費の 6 割を汚泥処理費が占める現状に

あり、汚泥処理費を削減しながら集落排水汚泥（以下「集排バイオマス」という）の再

生利用を推進する必要がある。 

農業集落排水資源の再生利用に関する手引き（以下「手引き」という。）は、全国の集

排バイオマスの処理状況を把握した上で、その結果や低コストかつ効率的に汚泥処理を

行う地区を紹介することにより、各市町村がより効果的な汚泥処理や再生利用を推進・

検討していく上で一助になることを目的とするものである。 

［解説］ 

農業集落排水施設から発生する汚泥(集排バイオマス)は地域の貴重なバイオマス

資源であり、現在は汚泥の約７割が再生利用されているなど、これまでも汚泥の再

生利用を推進してきたところである。一方で、再生利用に要する費用が維持管理費

の大部分を占めていることにより、市町村財政を圧迫していること等が課題となっ

ている。 

また、現在は汚泥の再生利用がされていない地区についても、今後、再生利用の

取組みを実施するに当たり、コストダウンに資する新たな取組み等の導入が求めら

れているところである。 

このような課題に対応するため、今後の施設再編に伴い統合後の施設では汚泥の

取扱量の増加が想定されることや、下水道施設を主体として汚泥のエネルギー利用

の取組みが増加していることから、農業集落排水汚泥の集約処理や他産業との連携

等により、汚泥の再生利用の効率化を一層推進していく必要がある。 

本手引きは、維持管理の6割を占める汚泥処理費を削減しながら、新たな土地改良

長期計画に位置づけられた集落排水汚泥のリサイクルを推進するに当たって、全国

の集排バイオマスの処理状況を把握した上で、その結果や低コストかつ効率的に汚

泥処理を行う地区を紹介することにより、各市町村がより効果的な汚泥処理や再生

利用を推進・検討していく上で一助になることを目的とするものである。 

なお、本手引きでは、集落排水汚泥の“汚泥”のイメージを改善し積極的な再生･

利用促進を図る観点から、「集落排水汚泥」を「集排バイオマス」と呼ぶこととする。 

 

バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化

石資源を除いたもの」です。 

太陽エネルギーを使って水と二酸化炭素から生物が光合成によって生成した有機物であり、私たちのライフサイ

クルの中で生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源です。石油等化石資源は、地下から採掘すれ

ば枯渇しますが、植物は太陽と水と二酸化炭素があれば、持続的にバイオマスを生み出すことができます。  

このようなバイオマスを燃焼させた際に放出される二酸化炭素は、化石資源を燃焼させて出る二酸化炭素と異な

り生物の成長過程で光合成により大気中から吸収した二酸化炭素であるため、バイオマスは、大気中で新たに二酸

化炭素を増加させない「カーボンニュートラル」な資源といわれています。 
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1.2 農業集落排水事業とは 

1.2.1 農業集落排水事業の目的

農業集落排水事業は、農業用

ける資源循環の促進等を図るた

理することによって、高生産性

資することを目的としている。

［解説］ 

農業集落排水事業は、農村地

質保全、農業用用排水施設の機

の水質保全に寄与するため、農

や集排バイオマスや処理水の循

この事業の実施により、生産

社会の構築を目標とした整備が

インフラとして稼働している。

 

図 1-1 

 

 

図 1-2 生活排水

 

 
 

的 

用用排水の水質保全、農村の生活環境の改善、農

ため、農業集落におけるし尿・生活雑排水等の汚水

性農業の実現、活力ある農村社会の形成、循環型社

 

地域における資源循環の促進を図りつつ、農業用

機能維持、農村の生活環境の改善を図り、併せて

農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処

循環利用を目的とした施設等を整備するものであ

産性の高い農業の実現、活力ある農村社会の形成

が進められた結果、現在、約 5，100 箇所で農村地

 

農業集落排水事業の目的及び効果と目標 

水の発生から処理・利活用に至る過程（イメージ

農村地域にお

水や汚泥を処

社会の構築に

用用排水の水

て公共用水域

処理する施設

ある。 

成及び循環型

地域の重要な

 

） 
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1.2.2 集落排水施設の特長 

集落排水施設は、農村地域の特性に対応した効率的な整備を行っており、その特長と

して、小規模分散型処理方式、処理水のリサイクル、汚泥の農地還元、事業効果の早期

発現等があげられる。 

［解説］ 

集落排水施設は、一般に住居区域が低密度で分散、平坦地･山間地等多様な地形条件、

汚水処理により生じた副産物（汚泥、処理水）を農業生産に持続的に利用する農地があ

る等、農村地域の特性･条件に対応した、効率的･効果的な整備を行っているところであ

る。 

その具体的な特長は、 

（１）小規模分散処理方式 

農村地域の空間的・社会的な特質から，汚水処理の効率性や経済性，資源の循環

利用等を考慮し，農業集落排水施設は，集落を基本単位とした小規模分散処理とな

っている。   

（２）処理水のリサイクル 

汚水は，生活排水を原則とし，重金属等を含む工場排水等を対象としていない。

このため，有害物質を含む汚水や品質の不明確な汚水が混入しないため、その処理

水の有効利用が容易となっている。 

（３）汚泥の農地還元利用 

農業集落排水施設は，し尿及び生活雑排水を対象とし，重金属等の有害物質を含

む工場排水の流入を排除しているため，発生汚泥については有機資源として農地へ

の還元利用が可能となっている。 

（４）事業効果の早期発現 

小規模分散処理方式

の特性から，施設の整

備が短期間に実施で

き，早期に供用を開始

できるため，水質改善

や水洗化の早期実現

を求める社会的ニー

ズにも合致している。 

 

 

 

 

図 1-3 集落排水施設の小規模分散方式 
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1.3 集排バイオマスの再生利用について 

1.3.1 農業集落排水事業における集排バイオマスの再生利用の意義 

集排バイオマスは、家庭からの生活排水の処理過程から発生する残さ物であり、窒素･

リン酸をはじめとする農業生産に有効な成分が含まれている。 

集排バイオマスを肥料として再生利用することは、農家の肥料コストを低減させ農業

経営・生産を改善することにつながり、農村地域での資源循環型社会の形成に資するも

のであるほか、集落排水施設の維持管理費の低減にも繋がる可能性がある。 

また、新たな土地改良長期計画（H28.8 閣議決定）においても、集排バイオマスの再

生利用率の活動指標（約 69%(H26)→約 74%（H32））が位置づけられ、再生利用を促

進しているところである。 

［解説］ 

集落排水施設の汚水処理施設では、家庭からの生活排水（し尿及び生活雑排水）を物

理的、化学的、生物的に処理し、放流基準を満たす水に浄化している。 

集排バイオマスとは、この汚水処理過程で、汚水からの固液分離により発生した浮遊

物質等の固形物並びに生物反応工程より生成した排水中の有機物分解に関与した微生物

及びその死骸等を主とした集合体との混合物である。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1－4 集排バイオマス発生のイメージ 

（１）集排バイオマス 

集排バイオマスには、窒素やリン酸の他、様々なミネラルが含まれている。さらに、

土壌の団粒化を促進したり保肥力を高めたり、土壌改良効果も期待できる。一方、心

配される有害成分は一般的に基準値を下回っている。一般的に次のような特徴を有し

ており、これらの特徴を踏まえ、効果的、効率的な利用を行うことが可能である。 

①汚水は生活排水を原則としており、重金属等を含む工場廃水等を対象としていな

い。このため、有害物質を含有する可能性が低く、また、集排バイオマスの性状

が予測しやすいので、利用上の安全性、一定の品質基準の確保が容易である。 

②汚水の収集範囲は近傍集落からのものであり、集排バイオマス性状に変動がある

場合の原因究明も容易である。さらに、汚水の排出者と集排バイオマス肥料利用

者が基本的に同一の範囲内である場合が多く、農村地域内完結型の利用が可能で

ある。 

③還元の対象となる農地等が豊富に存在することから、小範囲での利用が可能であ

り、輸送の問題も少ない。 

台所 

ﾄｲﾚ 

洗面所 

浴室 

生活排水 

汚水処理施設 

物理的処理 

化学的処理 

生物的処理 

処理水

集排バイオマス

排水路、河川へ 

農地、家庭菜園、緑地へ 
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④集排バイオマスはほとんどが水分であり、利用するために脱水・乾燥・コンポス

ト化すると、その量は激減する。 

（イメージ：1000 人規模施設（浮遊生物法）の場合：発生量約 700m3／年（含水率 98.5%）

→ 約 40m3／年（脱水 75%） → 約 20m3／年（乾燥 55%）） 

表 1-1 集排バイオマスの成分分析結果（平成 10年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集排バイオマスの成分と発生量 

集排バイオマスは、農業集落排水施設の沈殿分離槽、嫌気性ろ床槽、沈殿槽等で発

生する。通常、発生した集排バイオマスは、生物膜法を利用している農業集落排水施

設では汚泥濃縮貯留槽に移送されて含水率 99.0％程度のものを 98.0％程度まで、浮遊

生物法を利用している農業集落排水施設では汚泥濃縮貯留槽もしくは汚泥濃縮槽に移

送されて含水率 99.2％程度のものを 98.5％程度まで濃縮して貯留される。 

〔集排バイオマスの成分〕 

集排バイマスの性状及び含有成分は、処理区域の地域特性、農業集落排水施設の処

理方式や汚泥日令（ばっ気槽で生成した活性汚泥が、余剰として除去されるまでの平

均滞留時間を日の単位で表したもの）によって異なる（表 1-1 参照）。 

〔集排バイオマスの発生量〕 

集排バイオマスの発生量は、流入負荷量、処理方式、処理施設内での分解・消化の

度合、汚泥の貯留状態及び水温等に影響されるため一概に決めることは困難であるが、

発生量の推定には次式が使われる。汚水処理人口が同じ場合、汚泥転換率が低い生物

膜法の方が浮遊生物法よりも発生する集排バイオマスの量は少なくなる。 

生物膜法 浮遊生物法

強熱減量 ％ 71.5 67.5 ＜ 76.8 91

T-C DS％ 36.0 34.8 ＜ 37.7 89

T-N DS％ 5.67 4.85 ＜ 6.68 89

C/N DS％ 6.9 7.6 ＞ 5.9 89

Ｐ２Ｏ５ DS％ 5.27 5.33 ＞ 5.14 89

Ｋ２Ｏ DS％ 0.549 0.421 ＜ 0.704 89

ヒ素 mg/DSkg 4.17 4.82 ＞ 3.28 91 50

カドミウム mg/DSkg 2.06 2.38 ＞ 1.61 91 5

水銀 mg/DSkg 0.75 0.82 ＞ 0.67 91 2

ニッケル mg/DSkg 20.9 23.9 ＞ 16.8 91 300

クロム mg/DSkg 25.8 31.1 ＞ 18.5 89 500

鉛 mg/DSkg 41.0 54.8 ＞ 22.1 89 100

銅 mg/DSkg 384 450 ＞ 297 91

亜鉛 mg/DSkg 831 1015 ＞ 586 91

鉄 mg/DSkg 6,690 7,370 ＞ 5,950 49

六価クロム mg/DSkg <2.0 <2.0 <2.0 50

カルシウム mg/DSkg 12,300 13,400 ＞ 11,300 89

マグネシウム mg/DSkg 3,150 2,870 ＜ 3,470 89

アルミニウム mg/DSkg 24,100 31,900 ＞ 16,200 49

ｐＨ － 6.9 7.0 ＞ 6.9 89

水分 ％ 97.8 97.6 ＜ 98.1 91

DS：乾物重量

肥料取締法

の公定規格

平成10年度までに（一社）地域環境資源センター（旧： (社 )日本農業集落排水協会）が分析した延べ91処理施

設（実数として66処理施設）の集排バイオマス（濃縮汚泥）の成分を整理したもの。

有機物関連

肥効成分

その他

重金属類

全テータ数
平　　均　　値

単位項目区分
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  △Ｘ＝ａＳ－ｂＸ－Ｅ 

   △Ｘ： 余剰汚泥発生量（kg/日） 

   ａ ： ＢＯＤの汚泥転換率 

   Ｓ ： 除去ＢＯＤ量（kg/日） 

   ｂ ： 内生呼吸による自己酸化率（日－１） 

   Ｘ ： ばっ気槽内の MLSS 量（kg） 

   Ｅ ： 処理水への SS 流出量（kg/日） 

 

 ここで、右辺第１項（ａＳ）に対して第２項以下（－ｂＸ－Ｅ）は小さな値とな

り、近似式は次のようになる。 

  △Ｘ＝ａＳ＝ａｃＩ 

   ａ ： ＢＯＤの汚泥転換率 

   ｃ ： ＢＯＤ除去率 

   Ｉ ： 流入ＢＯＤ量（kg/日） 

 

 JARUS-ⅩⅣG型（浮遊生物法：間欠ばっ気方式）の 1,000 人規模施設における汚

泥発生量を試算すると次のようになる。 

   ａ（ＢＯＤの汚泥転換率）  ＝ 60 ％ 

   ｃ（ＢＯＤ除去率）     ＝ 0.9 

   Ｉ（流入ＢＯＤ量（kg/日）） ＝ 54g/人・日 × 1,000 人 ＝ 54 kg/日  

  △Ｘ＝ａＳ＝ａｃＩ＝60％ × 0.9 × 54 kg/日 ＝29.16 kg/日 

 

 年間の集排バイオマスの発生量（含水率 98.5%）を試算すると次のようになる。 

   年間乾物重量＝ 29.16 kg/日 × 365 日 ÷ 1,000kg  = 10.6 t/年 

   年間発生量（含水率 98.5％）＝10.6 t/年×98.5% ／（1－98.5%）= 698.9 t/年 

 

 この式において、１人１日あたりの流入ＢＯＤ量（54g/人・日）は、処理施設等

に関係なく、通常、ＪＡＲＵＳ型の施設設計時に用いている数値であるが、ＢＯＤ

の汚泥転換率（上の試算例では、60％。）及びＢＯＤ除去率（上の試算例では、0.9）

は、処理方式毎に決まってくる値である。ＪＡＲＵＳ型の計画汚泥負荷量と汚泥転

換率を次表に示す。 

 

 

 

表 1-2 計画汚濁負荷量 

項  目 設 計 諸 元 項  目 設 計 諸 元 

ＢＯＤ 54ｇ/人・日 Ｔ－Ｎ 11.7ｇ/人・日

ＳＳ 54ｇ/人・日 Ｔ－Ｐ 1.35ｇ/人・日

ＣＯＤ 27ｇ/人・日   
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（３）集排バイオマスの肥料利用 

肥料を利用する農業を取り巻く状況は、農業生産額が大きく減少するなかで、農家

の高齢化、耕作放棄地の増大など、厳しさを増している。 

そのようなか農林水産省は、農業者の所得向上を図り自由な経営展開できる環境を

整備するため、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していくことが必

要であるとし、肥料等の生産資材価格の引下げ等をはじめとする13項目について、平

成28年11月「農業競争力強化プログラム」決定したところである。 

農業経営に占める肥料費の割合は、全体で8％、経営別で7～17%を占めている(図1-5

参照)。肥料価格を低減する取組みとして、下水汚泥等の国内未利用資源の活用や土壌

診断に基づく適正施肥が紹介されている。また、今後の低価格肥料の取組み意向（ア

ンケート結果）では、「“国内未利用資源（下水汚泥、食品廃棄物等）を原料として活

用した肥料”の取り扱い（使用）を検討しているか。」の問に対して、それぞれ農協10%、

小売業者20%、農家10%が取り扱い（使用）を検討しているとの結果となっている。 

このことから、集排バイオマスは、低価格肥料による農業経営安定・農業振興を実

現するための選択肢の一つとなっている。  

集排バイオマスの肥料化の参考資料として、「農業集落排水バイオ肥料ハンドブック

（案）」が（社）地域環境資源センターHPに掲載されているので紹介する。  

http://www.jarus.or.jp/villagedrain/06shigenjunkanriyou/handbook.htm 

汚泥転換率 BOD除去率

40% 90%

40% 90%

35% 90%

35% 90%

60% 90%

35% 90%

60% 90%

60% 90%

60% 90%

65% 90%

60% 90%

60% 90%

60% 95%

65% 95%

65% 90%

60% 90%

65% 90%

65% 90%

60% 95%

65% 95%

65% 95%

60% 95%

60% 95%

70% 97.5%

70% 97.5%

70% 97.5%

JARUS仕様－OD96型 60% 90%

JARUS仕様－ODＨ型 65% 90%

ＪＡＲＵＳ型　施設別の汚泥転換率

JARUS－ⅩⅣＧＰ型

JARUS－ⅩⅣＨ型

JARUS－ⅩⅤ96型

JARUS型膜分離活性汚泥方式

JARUS－ⅩⅠ96型

JARUS－ⅩⅡ96型

JARUS－ⅩⅡG96型

JARUS－ⅩⅡＨ型

JARUS－ⅩⅢ96型

間欠ばっ気方式

浮
 
　
遊
　
 
生
　
 
物
　
 
法

JARUS－ⅩⅣR型

回分式活性汚泥方式

膜分離活性汚泥方式

オキシデーションディッチ方式

JARUS型高度リン除去膜分離活性汚泥方式

JARUS－ＦＭ型（平膜）、（中空糸膜）

活性汚泥併用生物膜方式

JARUS－ⅩⅣ96型

JARUS－ⅩⅣＰ型

JARUS－ⅩⅣＰ１型

JARUS－ⅩⅣＧ型

区　　　　　　　　　分 名称

生
　
物
　
膜
　
法

接触ばっ気
方式

JARUS－Ⅰ96型

JARUS－Ｓ96型

JARUS－Ⅱ96型

JARUS－Ⅲ96型

JARUS－Ⅲ96型（改良運転）

JARUS－Ⅳ96型

沈殿分離前置式

嫌気性ろ床前置式

JARUS－ⅢＧ型

JARUS－ⅢＲ型

JARUS－ⅣＳ型

JARUS－ⅣＨ型

表 1-3 JARUS 型 施設別の汚泥転換率と BOD 除去率 
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 図 1-5 農業経営費等に占める肥料購入費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 肥料費低減の取組み 

資料：肥料をめぐる情勢（H28 年 2 月）

資料：肥料をめぐる情勢（H28 年 2 月）
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（４）農村地域での資源循環型

集落排水施設を中心とする

地へ肥料として還元し、その

農産物を購入し家庭で料理し

が排出され、それが管路を通

集排バイオマスが製造される

ることがこの循環を形成する

 

 

図 1-7 集排バイオ

 

（５）新たな土地改良長期計画

土地改良長期計画は、圃場

整備事業を計画的な実施に資

業量を決定する農業地域の振

平成 28 年 8 月に閣議決定

業の持続的な発展の基盤」と

る農村の生活基盤の機能が揺

設の効率的な保全管理に取り

集排バイオマスの再生利用

られるなか、農村に豊富に存

ーの導入の取組みを促進する

農業集落排水汚泥の再生利用

水汚泥の再生利用率 69％（H

の再生利用を実施する地区約

家庭

集落排
施設

生活排水等 

 

型社会の形成 

る農村地域での資源循環型社会とは、集排バイ

の農地で生産された農産物がスーパー等で販売

し、家族で食べることにより、料理の過程での

通じて集落排水施設に収集され、処理されてき

る循環である。集排バイオマスが肥料として農

る上での重要なポイントである。 

オマスによる農村地域での循環型社会のイメージ

画 

場整備等の土地改良事業をはじめとする農業農

資するための長期的な計画であり、事業実施の

振興を図る上で重要な計画である。 

定された新たな土地改良長期計画では、集落排水

と位置づけ、「農業者を含めた地域住民の居住

揺るがないようにするため、老朽化が進行する

り組む」ことが明記された。 

用については、「地球温暖化に伴う気候変動の

存在するバイオマス等の資源を活用した再生可

る」とされるなかで、「資源循環型社会を構築

用等を推進」ことが明記され、活動指標として

H26）→約 74％（H32）、事業量として農業集

約 300 地区、等の成果目標等が設定された。

農地・生産者
（農家）

販売者
（スーパー等）庭

排水
設

農作物 

農作物 

集排バイオマス 

オマスを農

売され、その

の排水やし尿

きれいな水と

農地還元され

 

ジ 

農村での基盤

の目標及び事

水施設を「農

住の場でもあ

る集落排水施

の緩和が求め

可能エネルギ

築するため、

て農業集落排

集落排水汚泥
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参考： 土地改良長期計画とは 

 

 

 

 

新たな土地改良長期計画（平成 28年 8 月閣議決定）･･･集落排水に関する内容（抜粋） 

○目指す成果と達成に向けて講ずべき施策〔政策課題Ⅱ： 美しく活力ある農村〕 

農業の持続的な発展の基盤であり、農業者を含めた地域住民の居住の場でもある農村の生活基

盤の機能が揺るがないようにするため、老朽化が進行する農道や農業集落排水施設の効率的な保

全管理に取り組む。さらに、地球温暖化に伴う気候変動の緩和が求められるなか、農業水利施設

等を適正に維持管理する観点から、農村に豊富に存在する農業用水、バイオマス等の資源を活用

した再生可能エネルギーの導入の取組みを促進する。 

 

○政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

政策目標４快適で豊かな資源循環型社会の構築  

施策８ 農村の生活基盤の効率的な保全管理 施策９小水力発電の導入等の再生可能エネルギーの拡大

農村における良好な生活環境を確保し、非農家も含めた

多様な人々が快適に暮らせるよう、インフラ長寿命化基本

計画（平成25 年11 月インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議策定）に基づき、生活基盤の機能も併せ

持つ農道、農業集落排水施設の機能診断や機能保全計画の

策定を適切に行い、老朽化対策を効率的に推進する。 

特に、農業集落排水施設については、農村人口の減少に

伴う利用者の減少等により利用料金が増加する傾向にあるな

ど、今後、適切な運営管理が困難となるおそれがあることを踏

まえ、関係３省（農業集落排水（農林水産省）、下水道（国土交

通省）、浄化槽（環境省））で連携し、施設の集約・再編、下水

道施設への編入などを通じたストックの適正化に取り組む。 

エネルギー基本計画（平成26 年４月11 日閣議決定）を

受けて策定された長期エネルギー需給見通しや、バイオマ

ス活用推進基本計画（平成22 年12 月17 日閣議決定）等

を踏まえ、再生可能エネルギーの導入を促進しつつ、資源

循環型社会を構築するため、農業用水を活用した小水力発

電や農業集落排水汚泥の再生利用等を推進する。 

 

 

○施策の成果目標と事業量 

 施策の成果目標 事業量 

【重要業績指

標】（ＫＰＩ） 

○農村の生活基盤の再編等による保全管理の効率性の向上 

・農業集落排水施設の維持管理費の削減目標を設定した再編計画の

策定市町村数 約約330000市市町町村村 

・機能診断を実施する

農業集落排水施設 

約約11,,660000地地区区 

・農業集落排水汚泥の

再生利用を実施する

地区 約約 330000 地地区区

【活動指標】 ・農業集落排水施設の機能診断の実施率1100割割 

・汚水処理人口普及率（集落排水：農林水産省、下水道：国土交通省、

浄化槽：環境省） 9966％％以以上上 

・・農農業業集集落落排排水水汚汚泥泥のの再再生生利利用用率率 6699％％（（HH2266））→→約約 7744％％（（HH3322））  

 

土地改良長期計画は、土地改良法の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため

に、５年を計画期間とし、土地改良事業の実施の目標及び事業量を決定したものである。今回

の新たな土地改良長期計画は平成28年8月に閣議決定されている。 
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1.3.2 農業集落排水施設と集排

集排バイオマスの再生利用は

（以下「資源循環促進計画」

用率が約 69%と順調に推移し

ていない現状がある。 

一方、集落排水施設の維持管

利用を含む汚泥処理費が維持管

ななかで市町村は、下水道への

る状況である。 

［解説］ 

（１）資源循環促進計画と集排

集排バイオマスの再生利用を

用して新たに集落排水施設を整

て資源循環促進計画を作成する

水施設から発生する集排バイオ

もので、市町村単位で作成する

資源循環計画における集排バ

生利用処理のケースとして、集

再生処理センター）、下水道施設

生利用され、それ以外について

図1-8 

 

排バイオマス処理の現状 

は、市町村単位が作成する農業集落排水資源循

という）に基づき実施されており、平成 26 年

ている。しかしながら、依然として約 3 割は再

管理の効率化が求められるなかで、集排バイオ

管理費の約 6 割を占めており課題となっている

の接続や集排施設同士の統合により、効率化を

排バイオマスの再生利用 

を促進するために、平成14年度から農業集落排

整備する際に、市町村長が整備計画の区域全体

ることが要件化された。資源循環促進計画は、

オマスや処理水の循環利用に関するマスタープ

るものである。 

バイオマスの再生利用は地域によって様々であ

集落排水施設用地内の資源循環施設、し尿処理

設、民間処理施設等での再生処理を経て、肥料

ては最終処分されている。 

集排バイオマスの再生利用のイメージ 

循環促進計画

年度の再生利

再生利用され

オマスの再生

る。そのよう

を目指してい

排水事業を活

体を対象とし

農業集落排

プランとなる

あり、主な再

理施設（汚泥

料等として再
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平成14年度以降の集排バイオマスの再生利用率は、45.6%（H17年度）から68.8%(H2

6年度)と、順調に推移している。しかしながら、平成26年度ベースで、「その他（再生利

用を行っていない）」が31.2%（約51万t）であり、約3割が再生利用されていない現状が

ある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 再生利用状況の推移 

H26 年度 再生利用状況 
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平成26年度の農地還元の内訳

全発生
汚泥量
163万 

平成26年度の農業集落排水
汚泥のリサイクル状況

コンポスト
64.4％

農地還元
47.4%

建設資材
21.4%

その他
31.2%

農林水産省農村振興局地域整備課調べ（平成 26 年度農業集落排水実施状況等調査より作成）
※H22 年度は東日本大震災により岩手、宮城、福島の 3 県が未調査であったため、未掲載。 

98 

建
設
資
材 

そ
の
他 

農
地
還
元 

                 再生利用量       112 万 m3 

汚泥再生利用率（H26 年度）＝          ＝          ＝ 68.8％ 

              全発生汚泥量      163 万 m3 

※再生利用は、農地還元、建設資材を対象。

農林水産省農村振興局地域整備課調べ 
（平成 26 年度農業集落排水実施状況等調査より）

その他「再生利用を行

ってない」31.2%（約

51万 t）には、調査で

詳細不明としたもの、

最終処分されたもの

（約 44 万 t：約 1700

施設）を含む。 

 

図 1-10 平成 26年度の集排バイオマス

（汚泥）の再生利用状況 
図 1-11 平成 26年度の農地還元の内訳 
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