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図 13 川南町のバイオマス種類別利用状況(湿潤量：t/年) 

図 14 川南町のバイオマス種類別利用状況(炭素換算量：t-C/年) 
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2.2 バイオマス活用状況及び課題 

本町で発生する各種バイオマスの活用状況及び課題を次の表に示します。町内の主な

バイオマスとして木質と廃棄物系(食品残渣・畜産ふん尿)に大別すると、前者は持続可

能な活用・維持管理に向けた町内の連携体制と理解の醸成。後者は処理費の負担軽減や

臭気対策、地下水汚染への配慮等が課題として挙げられます。 

表 3 廃棄物系・未利用系バイオマスの活用状況と課題 

種類 
バイオ 

マス 
活用状況 課題 

廃棄物

系バイ

オマス 

乳牛・肉

牛ふん尿 

自前の堆肥舎等で堆肥化

の上、近隣農家及び自家牧草

地などに利用されている。 

現在、大半が堆肥利用されている

が、土壌の窒素過多に留意が必要で

ある。また、将来的に耕種農業の担

い手減少に伴い、肥料利用量も減少

することが予想されているため、堆

肥化以外の活用方法を確保するこ

とが課題となり得る。 

豚ふん尿 

固液分離の上、固体分は堆

肥活用。液分は約半分の農家

が水処理施設を所持し、浄

化・放流を行っている。 

乳牛・肉牛ふん尿と同様である

が、特に臭気蔓延が地域の大きな課

題となっており(年間10数件の苦情

有)、バイオガス化など閉鎖系での

新たな活用の検討が望まれるが、防

疫の観点から複数農家より豚ふん

を集約する場合は搬入方法等、検討

すべき課題が多い。 

採卵鶏ふ

ん 

堆肥化の上、町内外の農家

にて活用されている。 

堆肥利用に係る土壌の窒素過多

および将来的な利用量減少が課題

である。 

ブロイラ

ーふん 

前項のみやざきバイオマ

スリサイクル社にて焼却発

電の燃料として有効活用さ

れている。 

 

焼却発電後の廃熱の活用方法お

よびそのコスト低減が課題である。 



23 

 

食品残さ 

家庭系・事業系一般廃棄物

は、そのほとんどは宮崎市内

の焼却施設へ運搬の上、焼却

発電に利用されている。食品

加工残さは約 57％が町内外

で堆肥活用されているが、廃

棄物処理されている分につ

いては年々、処理単価が高騰

していることから事業者か

らも有効活用へのニーズが

高い。 

一般廃棄物は町内利活用に向け

たシステム(回収ルールや回収方法

等)が現状ないことが課題である。

また、新たな品目の分別実施に対す

る町民の協力要請や回収回数増化

によるコスト増、環境負荷増が課題

となる。食品工場残さのうち廃棄物

処理されている分については年々、

処理単価が高騰しており、生産コス

トが圧迫されている。また一部、町

外に流出しており、資源として町内

にて有効活用されていない。 

廃食用油 

家庭由来が主であり、食品

残さ(一般廃棄物)と同様に

可燃ごみとして焼却発電の

燃料として利用されている。 

食品残さと同様、町内利活用に関

するシステムの未整備、町民の協力

要請、回収回数増化によるコスト

増、環境負荷増が課題となる。 

剪定枝・

刈草 

小中学校や保育所等から

発生。その他一般廃棄物と同

様に焼却発電の燃料として

利用されている。 

町内利活用の観点では、発生源が

点在しており、かつそれぞれの発生

タイミングが異なることが課題と

なる。 

汚泥 

下水汚泥は川南浄化セン

ターにて濃縮・脱水後に堆肥

原料として活用されている。 

し尿・浄化槽汚泥は川南･

都農衛生センタ－にて処理

後、堆肥原料として活用され

ている。 

現状は地域内での活用が確立して

いるものの、将来的な堆肥利用量の

減少が課題となり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

圃場残さ 

稲わらは、稲刈り時に切り

込んで、田にすき込む。また

は、畜産農家が敷料や緑肥と

してほぼ全量利用している。 

もみ殻は牛の敷料として

利用、または畑の肥料として

ほぼ全量使用されている。 

その他の圃場残さも含め、発生源

が町内で点在しており、それぞれの

発生タイミングが異なることが課

題である。 



24 

 

未利用

系バイ

オマス 

果樹剪定

枝 

果樹はぶどう、温州みかん

が主である。剪定枝は個々の

農家にて野焼き処分されて

いる。 

圃場残さ、剪定枝と同様、発生源

の点在と発生タイミングが異なる

ことが課題である。 

間伐残材 

前項の宮崎森林発電所社

が D 材も含めてバイオマス

材として全量、発電事業に活

用している。 

民間企業の取組が先行しており、

町が主体となって持続可能な活用

がなされていない。また、町民に対

して貴重な地域資源であるという

認識、理解の醸成のために積極的な

PRや環境学習等が不足している。 
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3 目指すべき将来像と目標 

3.1 背景と趣旨 

本町は、将来像として「豊かさを活かし、共に未来を拓くまち かわみなみ」を基本

構想に掲げる第 6次長期総合計画(令和 3年 3月)に基づいて、その実現に向けて各種施

策を展開していくこととしています。 

平成 23年 3月 11 日に発生した東日本大震災は、エネルギー安定供給の脆弱性を露見

させ、エネルギー政策の見直しを我が国の喫緊の課題とするとともに、エネルギー安定

確保の問題等を世界的課題として認識させることとなりました。再生可能エネルギーは、

発電時に実質 CO2を排出しないため温室効果ガスの削減に役立ち、またエネルギー自給

率にも貢献することから、日本にとって重要なエネルギー源と考えられています。 

平成 27 年には国連サミットにて全会一致で採択された「持続可能な開発のための

2030年アジェンダ」において、「持続可能な開発目標(SDGs)」が設定されました。持続

可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の

誰一人として取り残さない(No one will be left behind)ことを誓っています。SDGs

は発展途上国のみならず、先進国自身も取り組むユニバース(普遍的)なものであり、日

本国としても積極的に取り組んでいます。 

以上の社会目標の中でも本町は下図 14 に示した通り、本町の喫緊の課題として上げ

られる➀脱化石燃料 ②「災害対策」 ③臭気対策 ④地域振興の 4 点について、バイ

オマス活用を通した解消を目指します。その第１歩として、本町としてどのようにバイ

オマスを活用していくか方針を定めるものとして産業都市構想を策定します。 

 

図 15 バイオマス産業都市構想策定の目的と対応する SDGsアクション 
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の対応(菅総理の所信表明)
・将来的な化石燃料高騰化
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・家畜ふん尿の密閉処理の
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に伴った堆肥以外の方法で
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通した地域内経済循環の
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・農業生産コスト圧縮に
よる移住者獲得
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3.2 目指すべき将来像 

前項で整理した本町に存在する種々のバイオマスの現状と課題を踏まえ、これを活用

するプロジェクトを官民の有機的な連携のもと、次に示す将来像を目指します。それぞ

れの将来像の実現に向けた検討・活動は本構想策定から 5 年目の中間評価までを短期、

6 年目から 10 年目を中期、それ以降を長期と設定し、着実な実現とステップアップを

図ります。 

① 木質資源の持続可能な面的活用(短期～中期) 

従来、木質バイオマスの集材力及び活用ノウハウを構築・蓄積してきた民間事業

者と連携し、町が一体となって森林資源の持続可能な活用と維持管理支援に努め

ます。また、町民が木質バイオマスの利活用に積極的に参画する仕組みを取り入

れ、森林は町の貴重な地域資源であるという町民の認識、理解の醸成を図ります。 

② 地域課題廃棄物の処理と災害時エネルギー活用システムの構築(中期から長期) 

ブロイラーふん以外の畜産ふん尿および食品工場残さを重点的に活用を検討す

べき「地域課題廃棄物」として定め、これらを主原料としたメタンガス発酵の上、

エネルギー化を検討します(一般廃棄物等の活用可能性も検討)。本プロジェクト

の実現により、地域内雇用の創出・災害時のエネルギー確保を図り、町民誰もが

バイオマス由来エネルギーの恩恵を感じられるまちづくりを進めます。 

③ バイオマス資源を活用した地域振興・経済循環圏の構築(長期) 

既存の民間事業者２社の発電事業と、上記①・②のプロジェクトを融合させ、環

境低負荷型社会システムを実現し、環境に優しく安心して暮らせる町を PRするこ

とで、移住者や次世代農業者を積極的に受け入れるとともに、新たな観光資源(町

外からの観光客や視察者の誘致等)を創出することで、地域外通貨獲得による経済

循環の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 川南町におけるバイオマス活用イメージ(短～中期・中～長期) 
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3.3 達成すべき目標 

3.3.1 計画期間 

本構想の計画期間は、「川南町第 6次長期総合計画」等、他の関連計画（詳細は、「8．

他の地域計画との有機的連携」参照）とも整合・連携を図りながら、令和 3年度から令

和 12年度までの 10 年間とします。 

なお、本構想は、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、中間評価結果に基づき概ね 5年後

(令和 7年度)に見直すこととします。 

3.3.2 バイオマス利用目標 

本構想の計画期間終了時(令和 12年度)に達成を図るべき利用量についての目標及び

数値を次表のとおり設定します(なお、賦存量は、構想期間終了時も変わらないものと

して記載しています) 

表 4 バイオマスの利用目標 

種類 バイオマス 利用目標 

廃棄系

バイオ

マス 

全般 
主に燃料、堆肥としての利用を推進することにより 99％を

目指します。 

家畜排せつ物 

家畜排せつ物は、燃料、堆肥として既に炭素換算量で 100％

利用されているが、豚ふん尿は一部、閉鎖型のメタンガス化

することで臭気の低減を図ります。 

食品工場残さ 
従来の堆肥化・油脂製品化に加えてメタンガス化すること

で 80％を目指します。 

剪定枝 
従来は町外にて焼却発電に利用されていましたが、チップ

燃料化の上、町内にて資源として活用します。 

未利用

バイオ

マス 

全般 
主に燃料、堆肥としての利用を推進することにより 99％を

目指します。 

果樹剪定枝 
従来は焼却処分されていましたが、チップ燃料として活用

することで 70％を目指します。 

林地残材 
従来より発電用燃料として 100％活用されていますが一部、

温水用燃料として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 




