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平 成 ２ ８ 年 ３ 月

畜産環境をめぐる情勢

近畿農政局畜産課
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（１） 平成１１年時点では、当時の発生量（約９千万トン）の１０％ （約
９百万トン）が、野積み・素掘りといった不適切な方法で処理。

（２） 野積み・素掘りなどによる不適切な処理は、悪臭問題のほか、
河川への流出や地下水への浸透を通じ、閉鎖性水域の富栄養
化、硝酸性窒素やクリプトスポリジウム（原虫）による水質汚染の一
因となるおそれ。

（３） このため、畜産環境問題の解決と畜産業の健全な発展を目的と
して、「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」という。）が制定され、平成１１年１１月
１日に施行。

（４） その後、家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進を図った
結果、平成１６年時点で、野積み・素掘りが大幅に減少し、発生量
の９０％（約８千万トン）が堆肥化、液肥化等、８％（約７百万トン）が
浄化・炭化・焼却処理等により処理。

○家畜排せつ物の処理状況Ⅰ 家畜排せつ物に係る取組

注)平成26年畜産統計などから推計

平成11年時点 平成16年12月時点
１. 野積み・素堀りへ １. 野積み・素堀りへ

約 ９百万ﾄﾝ／年 約 １百万ﾄﾝ／年
２. たい肥化・液肥化等へ ２. たい肥化・液肥化等へ

約７５百万ﾄﾝ／年 約８０百万ﾄﾝ／年
３. 浄化・炭化・焼却等へ ３. 浄化・炭化・焼却等へ

約 ６百万ﾄﾝ／年 約 ７百万ﾄﾝ／年

平成11年時点 平成16年12月時点
１. 野積み・素堀りへ １. 野積み・素堀りへ

約 ９百万ﾄﾝ／年 約 １百万ﾄﾝ／年
２. たい肥化・液肥化等へ ２. たい肥化・液肥化等へ

約７５百万ﾄﾝ／年 約８０百万ﾄﾝ／年
３. 浄化・炭化・焼却等へ ３. 浄化・炭化・焼却等へ

約 ６百万ﾄﾝ／年 約 ７百万ﾄﾝ／年

平成11年時点 平成16年12月時点
１. 野積み・素堀りへ １. 野積み・素堀りへ

約 ９百万ﾄﾝ／年 約 １百万ﾄﾝ／年
２. たい肥化・液肥化等へ ２. たい肥化・液肥化等へ

約７５百万ﾄﾝ／年 約８０百万ﾄﾝ／年
３. 浄化・炭化・焼却等へ ３. 浄化・炭化・焼却等へ

約 ６百万ﾄﾝ／年 約 ７百万ﾄﾝ／年

平成11年時点 平成16年12月時点
１. 野積み・素堀り １ . 野積み・素堀り

約 ９百万ﾄﾝ／年 約 １百万ﾄﾝ／年
２. 堆肥化・液肥化等 ２. 堆肥化・液肥化等

約７５百万ﾄﾝ／年 約８０百万ﾄﾝ／年
３. 浄化・炭化・焼却等 ３. 浄化・炭化・焼却等

約 ６百万ﾄﾝ／年 約 ７百万ﾄﾝ／年
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○家畜排せつ物の発生量の推移

○畜種別にみた家畜排せつ物発生量（単位：万トン）

全国 近畿

乳用牛 約２，２９５ 約５３

肉用牛 約２，３７３ 約７６

豚 約２，２０３ 約５

採卵鶏 約　７４６ 約４３

ブロイラー 約　５１７ 約１７

合計 約８，１３５ 約１９４

畜種
発生量

0
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330
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8,250
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8,750
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9,250

9,500

H9年 16年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

全国 近畿
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○家畜排せつ物法の基本的枠組みⅡ 家畜排せつ物法

（１） 家畜排せつ物法では、家畜排せつ物の処理・保管の基準（以下
「管理基準」という。）を定め、これに係る行政指導や罰則のほか、
利用の促進に関する事項を規定。

（２） 管理基準の一部については、施設整備に要する期間を考慮し
て最大5年間の適用猶予期間が設けられていたが、平成16年11月
1日をもって、家畜排せつ物法が本格施行（ただし、以後も、管理
基準は一定規模以上の農家に対して適用）。

（４） 家畜排せつ物法に基づき家畜排せつ物を適正に管理しその利
用を促進することは、農畜産業の健全な発展や、大気・水環境の
保全、資源循環型社会の構築といった重要な政策課題に対し大き
く貢献。

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

認
定

管理基準

の策定

基本方針

の策定

※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 家畜排せつ物法の概要

（３） また、家畜排せつ物の利用の促進を図るため、国に対して「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」という。）の策定を義務付けるとともに、都道府県においても、基
本方針に即し「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」（以
下「都道府県計画」という。）を定めることができるとしている。
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（１） 家畜排せつ物法第７条第２項に掲げる事項（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」）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し、畜産業の健全な発展に
資することを目的として、平成１１年１１月に基本方針を策定・公
表。

（２） 畜産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、平成２７年３月３１日に新
たな基本方針を策定。

平成３７年度を目標年度とし、

① 耕畜連携と組み合わせた堆肥利用の推進

② 堆肥利用が困難な場合等におけるエネルギー利用の推進

③ 混住化の進展等による畜産環境問題への適切な対応

にポイントを置いた内容。

（３） 今後は、新たな基本方針に即し、都道府県計画を見直すととも
に、新たな基本方針に示された施策の方向に従い、関係者が一体
となって家畜排せつ物の利用の促進に取り組むことが重要。

○新たな基本方針の構成２ 新たな基本方針の概要

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　現状

（１）適正管理

（２）利用促進

（３）新たな課題と動き

２　基本的な対応方向

（１）家畜排せつ物の堆肥化の推進

（２）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進

（３）畜産環境問題への対応

３　対応の具体的方策

（１）家畜排せつ物の堆肥化の推進

ア 堆肥の地域内での利用促進

イ 堆肥の広域的な流通の円滑化

（２）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進

（３）畜産環境問題への対応

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　目標設定の基本的な考え方

２　目標設定に当たり留意すべき事項

（１）堆肥の利用拡大

（２）家畜排せつ物のエネルギー利用

（３）畜産環境対策の推進

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

（１）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の促進に関する技術

（２）汚水処理技術

（３）臭気低減技術

２  情報提供及び指導に係る体制の整備

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　消費者等の理解の醸成

２　家畜防疫の観点からの適切な堆肥化の徹底等による防疫対策の強化
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Ⅲ 管理の適正化に向けた取組の推進

（１） 適用猶予期間（平成16年10月末まで5年間）内に、施設整備等
を促進するため、補助事業をはじめ各種の支援策が整備・強化さ
れ、都道府県計画に即した整備を推進。

（２） 平成15年に「総点検」を実施した結果、同年3月末時点で管理
基準対象農家戸数が6万6千戸であること、12～14年度において約
14,300戸の施設整備が完了し、15～16年度に約13,600戸の施設
整備を進める必要があること（「総点検」の時点で施設整備の進捗
率は約51％）が判明。

（３） その後、都道府県はじめ関係機関・団体との連携の下、施設整
備等の促進、農家への指導・広報を積極的に展開。

○簡易対応事例の実証展示

１ 取組の状況

（４） 本格施行後の法施行状況（26年12月1日時点）については、管
理基準対象農家49,826戸(近畿:1,600戸)の99.99%(近畿：100％)が
管理基準に適合（27年5月1日公表）。

（５） ほぼ全ての畜産農家が法に基づく管理基準に適合していること
を受け、堆肥舎等の管理施設による堆肥化を基本とし、畜産農家と
耕種農家が連携することにより家畜排せつ物の有効利用を図って
いくことが重要。

管理基準対象外
牛 10頭未満
豚 100頭未満
鶏 2000羽未満

近畿

全国

○法施行状況調査(平成26年12月１日時点)結果の概要

管理基準対象農家

49,830戸(57.6%)
管理基準対象外農家

36,621戸(42.4%)

管理基準対象農家

1,600戸(57.2%)
管理基準対象外農家

1,199戸(42.8%)

全国：畜産農家86,451戸 近畿：畜産農家2,799戸

近畿

全国

施設整備
1,373戸(85.8%)

簡易対応
119戸(7.4%)

その他の方法
108戸(6.4%)

施設整備

45,189戸(90.7%)
簡易対応
2,854戸

その他の方法1,783戸(3.6%)

管理基準不適合農家
4戸(0.01%)

管理基準
対象農家
の内訳

※「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。
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１ 補助事業等

○ 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２７年度）

（１）強い農業づくり交付金

・畜産に起因する排水や悪臭による周辺環境への影響を軽減するため
に必要な浄化処理施設や脱臭施設等について共同での整備を推進

（２）畜産収益力強化対策

・畜産クラスター計画に位置付けられた中心的経営体（畜産農家、新規
参入者等）の収益性の向上、畜産環境問題への対応に必要な施設
整備等を支援

２ 融資・税制等

（１）制度資金

・ 家畜排せつ物法に基づく「処理高度化施設整備計画」の認定者に対
する「畜産経営環境調和推進資金」（株式会社日本政策金融公庫）を
措置

（２）利子助成

・ 畜産経営環境調和推進資金を利用して、個人で施設整備する際に、
利子助成を実施（貸付当初から5年間、2％を上限とする（500万円を
超える融資に限る））（産地活性化総合対策事業のうち畜産経営環境
調和推進支援事業）

（３）税制上の優遇措置

・ 公害防止関連施設（汚水等処理施設）に係る固定資産税（地方税）の
課税標準の軽減（２／３控除）を措置

税制措置

税制措置

○固定資産税の課税標準の軽減

・公害防止関連施設（2/3控除）

○固定資産税の課税標準の軽減

・公害防止関連施設（2/3控除）

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 231億円の内数

○ 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

補助事業

等

○畜産クラスター計画に定められた中心的な経営体の収益

性の向上、畜産環境問題への対応に必要な施設の整備

・畜産競争力強化体制整備事業 75億円

○ 畜産高度化支援リース事業18億円のうち

・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

利子助成

○産地活性化総合対策事業23億の内数

畜産経営環境調和推進支援事業

畜産経営環境調和推進資金による整備に対し利子助成

（貸付当初から５年、２％を上限）

注) 金額は平成27年度予算額。金利は平成27年6月18日現在のもの。

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） 0.8％等

○農業近代化資金 0.8％

○農業改良資金 無利子

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） 0.8％等

○農業近代化資金 0.8％

○農業改良資金 無利子
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２ 施設導入に当たっての技術指導等

○堆肥舎等建築コストガイドライン （H27年2月改正）（１）施設の設計規準の改訂とコストガイドラインの設定

① 堆肥舎は畜舎と比べても開放性が高く人が滞在する時間が
極めて短いこと等を踏まえ、堆肥舎設計上の積雪及び風荷重
に係る部分の設計規準を緩和 （H14年5月国土交通省）。

② 堆肥舎等の整備における標準的な建築単価（堆肥舎等建
築コストガイドライン）を設定し（H12年9月策定、H27年2月改
定）、施設の低コスト化を推進・指導する際の目安として提示。

（２）家畜排せつ物処理施設・機械に対する技術的レビュー

低コストかつ実用的な施設・機械に係る技術的な情報提供と
普及促進のため、H15年度から以下の各種の家畜排せつ物処
理技術を対象に経済性を含めた技術的評価を実施し、順次公
表。

○ 家畜ふん尿処理施設・機械選定ガイドブック

・ 汚水処理施設（汚水処理編）

・ 堆肥化施設（堆肥化処理施設編）

・ 脱臭・焼却・炭化技術（脱臭・焼却・炭化施設編）

（単位：千円／m２ ・ m3)

注)1.工事費には施設の設計費は含むが、機械類の費用は含まない。

注)2.地域区分は以下のとおりとする。

一般地域：特別地域以外の地域

特別地域：以下のいずれかに該当する地域を言う。

① 豪雪地帯対策特別措置法第二条により指定された地域

② 離島振興法第二条により指定された地域（小笠原諸島振興開発特別措置法および
奄美群島振興開発特別措置法ならびに沖縄振興特別措置法の対象地域を含む）

一般地域 特別地域

500㎡未満 37 41

500㎡以上 35 36

500㎡未満 21 24

500㎡以上 18 21

1,000㎥未満 30 30

1,000㎥以上 25 25

2,000㎥未満 20 20

2,000㎥以上 17 17

単位あたりの施設整備額 
区分

堆肥舎
（発酵舎含む）

屋根掛け

尿貯留施設

スラリータンク
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３ 畜産環境対策に関する総合的な指導体制の整備

○ 中央畜産技術研修（家畜排せつ物処理）の実施

（H11～26年度まで）

（１）畜産農家に対し畜産環境対策や良質な堆肥生産等を指
導する中央畜産技術研修（家畜排せつ物処理）の実施
（H11年度～）
※平成22年度までは畜産環境アドバイザー養成研修

（２）耕種農家に対し適切な堆肥の利用等を指導する中央畜
産技術研修（家畜排せつ物処理のうち耕畜連携）の実施
（H13年度～）
※平成22年度までは堆肥施用コーディネーター養成研修

（３）作物生産農家が求める堆肥生産の技術を解説した「堆肥
づくりの手引き」の作成

（４）畜産環境に関する優良な事例や現場での指導実績に関
する事例集の作成

家畜排せつ物の利用の促進を中心とする畜産環境対策全
般に関する指導や情報提供を行うため、以下の取組等を実
施。

開催回数 受講者数 備考

家畜排せつ物処理 233 8,933 

うち
堆肥化処理利用技術

73 3,694 

うち
畜舎汚水処理技術

46 2,068 

うち
臭気処理技術

19 964 

うち
耕畜連携

25 723

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
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Ⅳ 利用の促進に向けた取組の推進

１ 堆肥利用の現状と課題

（１） 家畜頭羽数等のデータを基にして、全国の家畜排せつ物発生量
を推定すると、窒素ベースで約７０万窒素ﾄﾝ／年となるが、このうち、
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
れる。

（２） 一方、作付面積や作物の窒素利用率等のデータを基にして、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）。

（３） 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。

○家畜排せつ物に含まれる窒素の流れ

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．たい肥化・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
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．たい肥化・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

家畜排せつ物由来の窒素
のうち、農地還元量
約４７万窒素ﾄﾝ／年

その他の窒素供給源
　　有機質肥料
　　食品産業廃棄物
　　家庭系生ごみ
　　かんがい水
　　窒素固定　　　　等

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５０％と仮定すると…
　窒素受入可能量は約１１４万窒素ﾄﾝ／年と推計

化学肥料由来窒素
約４８万窒素ﾄﾝ／年

○農地の窒素受入可能量と投入・還元量
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資料)畜産統計、耕地及び作物面積統計（平成24年）等を基に畜産企画課で作成
注)畜舎内での窒素揮散量を考慮した数値である。

（４） しかしながら、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、他地域に比べ相対的に
耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量が大きい。

（５） これらの地域では、家畜排せつ物を農地還元以外に利用する高
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）

兵庫県

京都府
滋賀県

大阪府

奈良県

和歌山県

近畿管内



－ 10 －

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）

家畜排せつ物堆肥の

今後の利用に関する意向

２ 耕畜連携の強化に向けた現状と課題

（１）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」と回答。

（２） しかしながら、取扱性（臭気、重量等）の面で問題があること、肥
効性・成分が必ずしも明確でないこと、農業従事者の高齢化の進
行により散布に関する労力が不足していること、などの事情から利
用が十分に進んでいるとは言い難い状況。

（３） このため、堆肥利用を促進するためには、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。

（４） また、堆肥の需要・供給サイド間の情報交換が十分ではないため
に、需給のミスマッチと思われる状況も存在（アンケート調査では、
６割の農業者が「堆肥の需給に関する情報提供等を図る取組を進
めるべき」と回答）。

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

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

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）

今後利用が進む家畜排せつ物

堆肥とは（複数回答）

利用したい理由とは（複数回答）
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（５） 一方、畜産農家等においては、堆肥生産の意向はあるものの
採算性・コストの面などで課題（堆肥センターの16％は年間を通
じ在庫を抱えている状況）。

（６） これまで、

等により、堆肥利用の促進を図ってきたところ。

（７） 今後、更なる堆肥の利用の促進を図るためには、

などの取組により、耕種農家と畜産農家との連携を強化すること
が重要な課題。

生産量を減らす
(13)

生産量を増やす
(17)

生産量を維持する
(71)

○堆肥等特殊肥料の生産・出荷状況調査結果

（平成17年6月農林水産省調査）

今後の生産意向

生産・販売上の課題（複数回答）

○堆肥センターにおける堆肥生産流通実態アンケート調査報告書

（平成20年3月全国堆肥センター協議会）

7.4

2.2

8.2

9.3

12.3

12.5

12.5

15.1

28.5

30.1

39.2

50.6

0 10 20 30 40 50 60 70

価格が安いために採算が取れない

施設の維持費が高い

販売が伸びず採算が取れない

設備更新に必要な資金が得られない

副資材費が高い

人件費が高い

臭気問題により原料運搬や生産が困難

運搬費等が高い

製品の成分が安定しない

原料の安定的な確保が困難

塩類濃度が高く品質が安定しない

その他

常に捌ける 17.5%

需要期に捌ける 66.8%

滞留が多い 15.7%

堆肥在庫の状況

① 作物生産農家が使いやすい堆肥生産マニュアルの作成

② 良質な堆肥の生産・利活用に関する研修

③堆肥の利活用を推進するために行うモデル的な取組に対する
助成

①堆肥の利用促進のための協議会の機能強化、堆肥の供給者
や需要者が必要とする情報の整備及びネットワーク化の推進

②堆肥の流通の円滑化

③耕種農家のニーズに即した堆肥づくり

（取扱性の向上、肥効性の分析、成分表示の充実等）
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○「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書

（１） 堆肥の施用基準について
・地力の維持・増進及び有機性資源の循環利用の促進の観点を踏
まえ、堆肥の施用量を算出。

（２） 堆肥の施用量に係る上限値の設定について
・堆肥の過度な施用を抑制するため、堆肥の施用上限値を設定。

（３） 堆肥等有機物を施用した場合の減肥マニュアル
・堆肥の施用基準の設定と併せて、堆肥中の窒素、りん酸、加里
の含有量や肥効率等を勘案した減肥の方法等を示したマニュアル
を作成。

（４） 地力増進基本指針における改善目標値の見直し
① 普通畑土壌の電気伝導度（ＥＣ）
・0.2mS（ミリジーメンス）/cm以下としてきた上限値について、施肥量
の修正を必要とせず、かつ生育障害等が生じない水準として、施肥
前で 0.3mS/cm以下に見直すことが適当。

② 水田土壌の有効態りん酸含有量の上限値
・有効態りん酸含有量が20mg以上あれば、りん酸施肥による増収効
果が認めがたいこと、りん酸施肥量を削減しても数年間は大幅な収
量低下を生じないことなどから、上限値について、20mg以下（作付
け前の風乾土の数値）と設定することが適当。
・りん酸減肥が米の収量・品質に及ぼす影響は、気象条件、土壌の種
類、下層土のりん酸肥沃土等により異なることから、各都道府県にお
いては、実態に即して目安となる減肥率等を策定することが重要。

環境保全型農業の取組の一層の拡大を図るために開催された「今
後の環境保全型農業に関する検討会」の報告書（Ｈ20.3）を受けて開
催された「土壌管理のあり方に関する意見交換会」報告書（Ｈ20.7）に
おいて、以下のとおり、堆肥の施用基準、上限値、減肥マニュアルな
どが提示されているところ。これを受けて、各都道府県においては、
必要に応じて、地域の実態に即した基準等の作成に努めることが重
要となる。

・ 堆肥の施用基準（ｔ/10ａ）

・ 堆肥の施用上限値（ｔ/10ａ）

参 考
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３ 高度利用の現状と課題

メタン発酵及び炭化・焼却による高度利用は、地域の実情に応
じ、家畜排せつ物処理の観点だけでなく、地球温暖化防止等の観
点からも、技術開発、実用化及び普及を図っていくことが重要。

（１）メタン発酵のメリットと課題

① メリットとして、熱や発電によるエネルギー利用が可能である
こと、悪臭が外部に漏れないこと、消化液を肥料として利用可
能であることが挙げられる。

② 一方、留意する事柄として、施設整備費が高額であること、
消化液の還元に十分な農地が必要であることが挙げられる。
(十分な農地が確保できない場合は浄化処理等が必要。)

（２）炭化・焼却のメリットと課題

① メリットとして、熱や発電によるエネルギー利用が可能である
こと、焼却灰は肥料として利用が可能であり、また、炭化により
生成された製品は、土壌改良資材や、吸着剤、脱臭剤など多
角的利用が可能であることなどが挙げられる。

② 一方、留意すべき事柄として、施設整備費が高額となるこ
と、水分含量が高い家畜排せつ物の利用は困難であることな
どが挙げられる。

（３）上記以外のエネルギー利用をめぐる状況

平成24年７月１日から、「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）の開始に伴い、家畜排せつ物を
利用した発電施設の整備が増加。

・炭化・・・家畜ふんを炭化炉で不完全燃焼させて炭化処理を行う。

・焼却・・・家畜ふんを完全燃焼させることにより、熱利用や発電を行う。

スラリー状の家畜排せつ物を、発酵槽でメタン生成菌により嫌
気性発酵させ、発生したメタンガスを燃焼させることにより、熱利
用や発電を行う。

○ 家畜排せつ物の高度利用施設整備状況

（平成26年3月 畜産企画課調べ）

全国 近畿

メタン発酵施設 109 3

うち発電を行う施設 71 2

うち熱利用を行う施設 70 2

焼却施設 107 18

うち発電を行う施設 9 0

うち熱利用を行う施設 51 3

炭化施設 10 0

うち発電を行う施設 0 0

うち熱利用を行う施設 0 0

うち炭化物利用を行う施設 10 0

施設数

　注１．調査はエネルギー利用（発電または熱利用）または炭化物の

　　　　利用（炭化施設のみ）を行う施設を対象とした。
　注２．「うち【発電、熱利用】を行う施設」には重複がある。

　注３．FITの認定を受け、今後稼働予定の施設を含む。
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※ 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

参 考

○再生可能エネルギー固定価格買取制度について

再生可能エネルギーの発電事業者

(バイオマス、太陽光、風力など)

電力会社

調達価格等
算定委員会

電気利用者

電気供給

費
用
負
担
調
整
期
間

(

賦
課
金
の
回
収
・
分
配
を
行
う
機
関)

委員会の意見を尊重し、
買取価格等を設定

売 電

買 電

経済産業大臣

買取価格等につき意見

申請

賦課金単価の決定

賦課金の
納付

買取費用
の交付

(1)「再生可能エネルギー固定価格買取制度」とは

(3) H27年度買取価格(税抜)・買取期間について(バイオマス分野)

(2)制度の概要について

○再生可能エネルギーとは、

「エネルギー源として、永続的に利用することができると認められるもの」

ex）バイオマスや太陽光、風力、地熱など。

・環境関連産業の育成や新たな雇用を創出

・環境への負荷が小さい ・資源の枯渇の恐れが少ない

○制度導入のメリット

発電施設

認定

○「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

（平成二十三年法律第百八号）」に基づく制度。(平成24年７月1日施行)

（電気料金＋賦課金）
を回収

(4)制度をめぐる情勢

○ 資源エネルギー庁によると、平成27年３月末までの再生可能

エネルギー発電設備の導入容量は、2,758万ｋW(法施行の日に

おいて既に発電を開始していた設備等を含む）

○ 太陽光発電設備は2,306万ｋWと、全体の約84%を占める状況

○ 家畜排せつ物含むバイオマス発電設備は135万ｋWと、全体

の約５％に過ぎず、今後の普及が課題

導入容量内訳
（単位：万ｋW）

太陽光（住宅） ７７９

太陽光（非住宅） １,５２７

風力 ２８６

中小水力 ３０

バイオマス １３５

地熱 ０

合 計 ２,７５８
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Ⅴ 水質汚濁防止対策

１ 現状

２ 対策

（１）畜産経営から排出される汚水としては、家畜排せつ物、畜舎
洗浄水、パーラー排水等があるが、これらの汚水には窒素や
リン等が多く含まれ、地下水や公共用水域に流出した場合に
は、水質汚濁の原因ともなる。

（２）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。

（３）また、畜産経営に起因する苦情のうち水質汚濁に関連する
ものは全国で453件（近畿：19件）（平成26年）と、全苦情発生
件数の約２割（近畿：約２割）を占めており、悪臭に次いで多
い（畜産企画課調査）。

畜産経営に起因する水質汚濁防止対策として、

① 畜産農家における家畜排せつ物法管理基準の遵守を基
本とした、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（補助事業、制度
資金、税制特例(汚水防止処理施設)）

等の措置を講じている。

３ 課題

（１）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)が適用されて
いる。(平成28年６月末日まで)

（２）また、内湾に河川等を通じて排水が流入する地域に係る窒素・り
ん（一般排水基準：窒素：120mg/l、りん：16mg/l）については、平成
25年10月1日以降、新たな暫定排水基準(窒素：170mg/l、りん25mg/l)
が適用されている。(平成30年9月末日まで)

（３）なお、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・保存することが必要である。
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Ⅵ 悪臭防止対策

１ 現状

２ 対策

（１）畜産経営に起因する苦情のうち悪臭に関連するものは全国
で1,072件（平成26年）であり、全苦情発生件数の約６割を占
めている（畜産企画課調査）。

（２）地域における混住化が進行する中、悪臭防止対策を適切に
講じていくことが、畜産業の健全な発展の観点からも重要な
課題となっている。

畜産経営に起因する悪臭防止対策として、

① 畜産農家における家畜排せつ物法管理基準の遵守を基
本とした、家畜排せつ物の適正な管理の徹底

② 家畜排せつ物処理施設の整備に対する支援（補助事業、
制度資金）

③ 悪臭防止技術の開発（光触媒等を活用した畜産臭気低
減技術の開発等）

等の措置を講じている。

○ 脱臭技術の例

３ 課題

地方公共団体において臭気指数規制導入の動きがあるなど、今
後一層、悪臭防止対策に努める必要がある。

＜光触媒脱臭装置＞

＜おが屑（もみ殻）脱臭装置＞

＜土壌脱臭装置＞

おが屑（もみ殻）に臭気ガスを吸着させて脱臭。

おが屑脱臭装置 もみ殻脱臭装置

バイオフィルターを通じて処理できない臭気（アンモニア等）について、光触
媒フィルターに形成された薄い水膜に吸着させ、太陽光により分解し、脱臭。
コスト面で課題。

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。


