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バイオガス発電設備導入可能性調査結果説明会 

日時：令和２年７月１６日 

１９：００～２０：４０ 

 

１ 開会挨拶 

皆さん、遅い時間にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。宝

塚市地域エネルギー課長の古南です。バイオガス発電設備導入可能性調査の結果説明会を

開催させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この調査は、昨年１１月から今年２月までの短い期間でしたが、酪農家の方へのヒアリ

ング、農家の方へのアンケートを実施するとともに、知識経験者、事業者、環境研究団体、

酪農家、農家、地域の方、県など多くの関係者に集まっていただいた会議も開催しました。

また、市街地においては、事業者への食品残渣のアンケート調査も行い、多くの内容の調

査をして、結果をとりまとめました。 

西谷地区で酪農が営まれていることは、あまり市街地では知られていないと思います

が、今回の調査で、約５００頭の乳牛が飼われており、ふん尿の規模としては割と大きい

ということも確認しました。ふん尿の臭気やその処理の労力負担など酪農における課題を、

エネルギーというツールを使って解決するとともに、消化液を農業利用するなど地域を活

性化する方向を見出せないかということで調査を実施した次第です。 

 調査結果の説明会の開催は今年度の早い時期を予定していましたが、新型コロナウイル

スの拡散により、7月に開催することになりました。席は消毒の上、間隔を空け、換気も

し、皆さんにはマスクの着用をお願いしておりますが、感染拡大防止の観点で御理解いた

だきますようお願いします。 

 今回、この調査結果説明会は西谷地区で開催しますが、リクエストの声があり、南部市

街地においても９月末に開催することとしました。説明内容は基本的には今回と同じにな

ると思いますが、今回をもとにさらに意見交換できればと思います。 

 本日は説明の後、質疑の時間があります。現段階でバイオガス発電設備の導入が決まっ

ているわけではありません。調査だけで終わるのか、導入の可能性があるなら、みんなで

考えていこうとするのか、説明を受けて皆さんがどのように受け止め、思い、考えていら

っしゃるのかを知りたいと思います。 

 この調査は環境省の補助金を活用した事業であり、調査業務委託を受けていただいたバ

イオマスリサーチ(株)の竹内さんに、まずは調査結果の説明をしていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

２ 説明 

(１)バイオマスリサーチ(株) からの説明 

P3 1.調査の概要 

 調査の概要については、割愛させていただきます。 

P4 2.農業の概要 

市域全体で３６７ヘクタールの農地面積となっています。また、田のある農家数が

３５１戸、こちらも重要です。 
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P5 3.バイオガス事業の概要 

 バイオガス発電の仕組みの概要を説明します。牛のふん尿をメタン発酵槽で処理を

して、可燃性のメタンガスが出ます。これを燃焼させ発電します。同時に熱も発生し

ます。さらに、発酵後のふん尿は消化液という有機肥料になりますので、それを農地

に還元する、また固形分は搾り取って再生敷料として使うという仕組みを導入できな

いかということで、調査を行いました。 

 

P6 4.バイオマス資源賦存量の把握 

   調査は、西谷地区の酪農家３戸を対象とし、乳牛の飼育頭数は５９２頭という結果

です。これを成牛である搾乳牛に換算しますと４９２頭という頭数になりますので、

この約５００頭をベースにバイオガスプラント事業の検討を行いました。これをもと

に年間のふん尿量を算出すると、１１，６７３トンという大きな数値となりました。 

   一方で、南部市街地では食品残渣の調査をしました。小中学校、食品工場、スーパ

ー、農業団体などから３，３１３トンという未利用資源が出てきます。しかし、必ず

しも家畜ふん尿と食品廃棄物を混合して処理するという目的で調査したわけではあり

ません。家畜ふん尿だけ、あるいは食品残渣を入れてよりエネルギーを取り出す、よ

り肥料をつくろうという計画、どちらも検討できるよう調査した次第です。 

 

P7 5.メタン発酵システム・バイオガス生産量・発電量等の試算① 

   西谷地区には、搾乳牛換算で約５００頭の乳牛がいるということが分かりましたの

で、バイオガスプラントは１カ所に建てる場合として５００頭規模、地区に分け２カ

所に建てる場合として３５０頭規模と１５０頭規模といった設定をしています。また、

５００頭規模のプラントの場合は、食品残渣を年間６６３トン入れる場合も設定しま

した。食品残渣の賦存量は３，３１３トンですが、西谷地区の牛のふん尿処理がメイ

ンということで、処理量の２０％程度である６６３トンという設定をしています。５

００頭から出される年間１１，６７３トンのふん尿を処理しますと、年間４８０，７

０５㎥のバイオガスが生産されます。これを燃焼し発電すると、年間１，００５，２

６３kWhの電気を生み出せることが分かりました。発電の際、熱も出ますので、熱も

活用できます。作物をつくる場合は、熱を活用した温室での栽培になります。 

敷地面積については、５００頭規模のバイオガスプラントだけの面積ですと、大体

２，０００㎡の面積が必要となります。 

 

P8 5.メタン発酵システム・バイオガス生産量・発電量等の試算② 

 平面図は今回算出した数値を基に作成しました。発酵槽等の写真は、実際に弊社が

宮崎県で手がけたバイオガスプラントです。この７月に立ち上げが終了しました。こ

れをベースに設計プランをつくっています。５００㎥程度の発酵槽、５００頭ですと

これが２個必要ということで敷地を描きました。消化液をためる貯留槽、宮崎県の事

例は角形ですが、円形でも他の形でも構いません。本件では３カ月貯留するという設

計です。原料を投入する前に、宮崎の事例ではこういった貯留槽に、ふん尿の中に混
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じっている固形分を取り出す固液分離機という装置もつけています。本件でも、ふん

尿が固い場合は、このような装置もつけなくてなりません。出てきたガスはここに貯

めてバイオガス発電機で稼働します。そのガスの中に硫化水素という不純な成分が入

っており、人体や機械設備にも影響を及ぼすことがあるため、その硫化水素を取り除

く装置が付いています。今回このような内容で検討しました。 

 

P9 6.原料輸送方法の検討① 

   西谷地区の酪農家の位置は２つの地域に分かれています。プラント１基で３軒分の

ふん尿を処理する場合、ふん尿を８．８ｋｍ輸送しなければなりません。あるいは、

プラントを２基とすることも考えられます。プラントを１基とし、ふん尿を輸送する

場合には写真のようなコンテナと地面置いたコンテナを引き上げるアームロール車が

必要になります。このような場合、どのような輸送形態になるのかということを検討

しました。５００頭のふん尿を１カ所に集める場合、主にＡ牧場のふん尿をＢ及びＣ

牧場の敷地又は近隣地のバイオガスプラントに輸送するシミュレーションしたところ、

１日当たりの必要台数は０．１８台となり、アームロール車１台で足りることが分か

りました。 

 

P10 6.原料輸送方法の検討② 

実際には１年間で牛１頭当たり約１２，０００円の輸送コストがかかるという計算

になりました。全体では６２５万円になります。内訳は、コンテナと車両の減価償却

費、保険代、オイル交換代、人件費などを含めて算出しています。 

 

P11 7.生産エネルギーの利用方法の検討（農業ハウスでの余剰熱利用） 

   余剰熱でいちごをつくった場合、約２反の温室を運営できることが分かりました。

トマトの場合は１．４反の温室が運営できます。余剰熱は使わなくてもよいですが、

使う場合はこのような有効利用ができます。北海道ではチョウザメを陸上養殖してキ

ャビアをつくったりします。地域に応じた余剰熱の使い方があり、いちごやトマトに

限定しているわけではありません。 

 

P12 8.メタン発酵消化液（有機農業）の利用方法の検討① 

   消化液の利用は大変重要です。地域の未利用資源を使ってエネルギーをつくるだけ

ではなく、ともに生産される消化液という有機肥料の活用の可能性も調査しました。 

アンケートの対象としたのは、３９７戸の（主に稲作）農家です。回答率は 

４５％でこういう調査では非常に高い回答率です。アンケート結果からは、消化液を

知らないという率が９１％と圧倒的に高いですが、消化液への関心については、関心

があるという率が７０％以上となりました。消化液を知らないけれども使ってみたい

という、意義のある結果が得られたと思います。 

   今利用している肥料の課題については、1位は肥料代金が高い、2位は雑草が発生す

るとなっています。次に、消化液に関して関心のある項目は何かについては、1位は

同じく利用料金、2位は施肥の効果となっています。このことから、今の化学肥料や
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堆肥の課題をクリアできるのであれば、消化液の利用を考えるという結果になってい

ると捉えています。 

   その消化液のサンプルを今日は持ってきています。まだ嗅いだことがない方いれば

臭いをぜひ嗅いでください。宝塚市内でこの消化液で農業をした経験がないと思いま

すので、もしプラントを導入するということになれば今後消化液での農業試験なども

行って、地域に合った利用方法を創り出していく必要があるかと思います。 

 

P14 8.メタン発酵消化液（有機農業）の利用方法の検討③ 

   各作物で施肥基準に従って、消化液の施肥量を計算しております。水稲、飼料用の

米、小麦、大豆、小豆、ばらなどで計算しています。作物ごとに施肥計算できるもの

で、例えば、１ヘクタール当たり、水稲では４４トン、小麦では２１トン散布すると

いうことになります。 

   水稲だけ散布する場合、消化液をまくために必要な面積というのは２４７ヘクター

ルです。宝塚市内には３０７ヘクタールの田がありますので、５００頭のふん尿で消

化液をつくった場合でも宝塚市内の農地に還元できるポテンシャルがあるということ

が言えます。 

 

P15 8.メタン発酵消化液（有機農業）の利用方法の検討④ 

   市内全域では、農地面積が３６７ヘクタールあり、この農地すべてに消化液を散布

するとすれば１７，１０８トン散布するという計算になりました。５００頭規模のふ

ん尿で生産できる消化液は１０，８４８トンですので、現実的かどうかは別にして、

消化液を使い切る農地面積を有していると言えます。１０，８４８トンの散布に必要

な農地面積は２３３ヘクタールになります。言い換えると市内全農地の６３％を活用

すれば消化液を使い切ることができるということです。コスト試算においては、消化

液の７０％は使わずに浄化処理する、３０％は農業利用する事業モデルを設定してお

り、この場合、７０ヘクタールつまり市内の１９％の農地に消化液を散布するという

計算になります。 

   次に、消化液を西谷地区に限って散布するという設定で考えます。西谷地区の農地

は２７９ヘクタールあり、これは１２，０００トンの消化液を散布できるポテンシャ

ルを有していることです。消化液１０，８４８トンを散布する場合、２３３ヘクター

ルの農地が必要であり、これは西谷地区の農地の８４％の面積となります。消化液の

３０％を散布する事業モデルにおいては、７０ヘクタールの農地が必要ですので、こ

の面積は西谷地区の農地の２５％ということになります。消化液３０％利用の事業モ

デルでコスト計算をしていますが、後々は全量有効利用して有機農業、地域の農業に

貢献できる素材になっていけばよいと考えています。 

 

P16 9.有機農産物の流通に関する検討 

消化液を使った有機農業を展開することによって、地域の農産物のブランド化を図

っていくということもバイオガス発電設備を導入することで展開できるテーマとなっ

ています。 
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P17 10.近隣市町村の情報収集・広域モデル可能性の検討 

   本調査は宝塚市が環境省の補助事業の採択を受け行ったものですが、一方で兵庫県

の関係団体である(公財)地球環境戦略研究機関も環境省の補助事業の採択を受け、北

摂里山地域循環共生圏のビジョンを策定しています。このビジョンにおいては、宝塚

市の西谷地区の木質バイオマス活用やバイオガス発電設備の導入検討の取組も包含さ

れていますので、バイオガスプラントが導入される場合、西谷地区でつくった消化液

を周辺市町でも利用するということに発展していくことが望ましいと考えます。 

 

P18 11.地域循環共生圏モデルの作成 

   これは本調査で描く宝塚市の地域循環共生圏モデルです。西谷地区の牛のふん尿や

南部市街地で発生した食品残渣を原料に、バイオガスプラントで電気・熱のエネルギ

ーと消化液という有機肥料を生産し、地域循環を図ることが目標、目的になります。

また、もう一つの目的にはＣＯ２の削減があり、バイオガスプラントの導入により、

年間１，６９４トン削減できるという効果を計算しています。 

 

P19 12.事業運営方式の検討 

   バイオガスプラントの事業運営方式を検討しました。まず、農家単独による個別型

プラントの運営については、農家は個々でこれまでも現在も堆肥づくりをしています

ので、その延長線上でこのバイオガスプラントを農家が個々で導入・運営するという

方式です。次に、２～３戸の複数の酪農家が共同でバイオガスプラントを導入・運営

するという方式です。その次にＳＰＣによる導入・運営について、これは特別目的会

社、つまりプラントを管理するためだけの会社をつくって共同で運営していくという

ものです。最後に、宝塚市は設置主体になる考えは持っていませんが、参考に最も公

共性の高い運営方式として、ＰＦＩ事業、第３セクターによる運営方式を紹介してい

ます。 

   この中でＳＰＣによる運営について説明します。これは５００頭規模のバイオガス

プラントの運営を想定しており、会社名は仮に宝塚バイオガス株式会社としました。

事業内容としては、売電事業、消化液で地産地消の事業、食品残渣を原料として受け

入れる処理事業、牛のふん尿処理を行います。また消化液は農家に販売するだけでは

なく、一般市民向けに販売したり、有機農業をし、その農産物を市内外で販売するこ

とも考えられます。組織でバイオガスプラントを運営すると、色々な事業を行う会社

となることが考えられます。また、市が関わる形としては、有機農業による農産物を

ふるさと納税の返礼品とすることができると考えます。 

 

P20 13.事業コストの試算① 

   バイオガス事業を運営する場合のプラント規模、食品残渣を受け入れるか、売電方

法はＦＩＴとするか、消化液を農業利用する割合などの場合に応じて事業モデルを設

定し、事業収支をＩＲＲ(内部利益率)で比較できるように表しました。ＩＲＲは１５

年で１％以上になるかどうかが事業成立の目安と考えています。 
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P21 13.事業コストの試算② 

   表の見方ですが、収入には、酪農家の方から支払いを受けるふん尿処理経費があり

す。次に売電収入です。余剰熱は他の事業者に販売することはあまりなく、収入は０

としました。その次の消化液散布代は、消化液とその散布の費用のことです。再生敷

料販売は消化液を固形分離してつくり、これを販売し、得る収入です。最後に、廃棄

物処理収入、これは食品残渣の処理ですが、収入としては見込んでいません。主な支

出としては、ＢＧＰ(バイオガスプラント)と浄化槽の償却費、維持管理経費がありま

す。ふん尿の輸送費と管理者の人件費は、５００頭規模のプラントの場合のみ記して

います。後は消化液散布にかかる費用とメタン発酵の際の消費電力の料金です。消費

電力は発酵槽内のふん尿の攪拌などに必要な電力で、地域内売電の場合、発電した電

気で賄うため、０となっています。 

このページでは５００頭規模のプラントについて記しています。モデル別のＩＲＲ

において、消化液を全量消費できる場合は、食品残渣受け入れの有無や売電方法にか

かわらず１５年で１％以上となりますが、事業開始時においては現実的ではありませ

ん。そのため、消化液は７０％浄化、３０％農業利用というモデルを設定しましたが、

その場合、ＩＲＲが１％を上回るのは、食品残渣を受け入れ、ＦＩＴ売電するモデル

のみとなっています。なお、収支がマイナスのモデルは、ＩＲＲが「－」の表記にな

っています。 

 

P22 13.事業コストの試算③ 

   このページでは３５０頭規模と１５０頭規模のプラントについて記しています。単

独の酪農家の運営又は２戸の酪農家の共同運営を想定しており、食品残渣は受け入れ

ないとしています。ＩＲＲについては、１５年で１％以上となるのは、消化液を全量

消費する場合のみとなりました。 

 

P23 13.事業コストの試算④ 

   このページでは、P21の５００頭規模のバイオガス事業の食品残渣(生ごみ)を受け

入れる２つのモデル(ＦＩＴと地域内売電)について、消化液の浄化の割合や１頭当た

りのふん尿処理費の条件を変えて、コストを試算しています。 

ＦＩＴ売電のモデルについては、消化液を浄化する割合を７０％の他、８０％と 

９０％でコスト計算しました。収入の消化液販売の売上額が影響を受け、収支が変動

します。消化液の浄化が７０％を超えるモデルは、ＩＲＲは１５年で１％という目安

をクリアできないという結果になりました。 

地域内売電のモデルについては、消化液の浄化は７０％に固定しますが、収入であ

るふん尿処理費の基準額１頭当たり年間２５，０００円を５千円刻みで４０，０００

円まで変更し、収支を計算しました。ふん尿処理費が１頭当たり年間２５，０００円

の場合は、収支はマイナスですが、年間４０，０００円の場合においてのみ、ＩＲＲ

が１．０％以上となり、採算性を有するという結果になりました。 
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P24 14.建設事業における規制 

   建設事業における規制については、後で市から説明があります。 

 

P25 15.家畜糞尿処理方法の変更によるＣＯ２削減量の試算 

   この事業によるＣＯ２削減量を計算し、１，６９４トンという計算結果となりまし

た。現在の堆肥化方式におけるＣＯ２排出量は、重機の使用による堆肥化作業や堆肥

の散布などで１，７０２ｔ-ＣＯ２／年のＣＯ２を排出しますが、バイオガスプラン

ト導入の場合のＣＯ２排出量は、発酵槽内のふん尿攪拌の電力消費や消化液の散布な

どでよるものであり、４４５トンｔ-ＣＯ２／年に抑えることができます。売電や余

剰熱の活用も削減効果に含まれます。この調査事業は環境省の二酸化炭素排出抑制対

策事業費等補助金の脱炭素型地域づくりモデル形成事業の補助金を活用していますの

で、ＣＯ２排出の削減を図る事業となっていることが非常に重要となっています。 

 

P26 16.事業スケジュールの作成 

   昨年度は１年次に当たります。環境省の予算を使って、本日結果説明をしているこ

の基礎調査を行いました。今年度は２年次になります、新型コロナウイルスの関係で

開催が遅れましたが、本日の調査結果の説明会は懇談会の始まりです。３年次は来年

度です。事業実施の地域のコンセンサスが形成されれば、基本構想を策定していくこ

とになります。そして、４年次にはより詳細な調査を行い、５年次には基本設計、プ

ラントの概要を設計するという流れになります。６年次、７年次には建設事業となり

ますが、小さいものであれば１年間で建設は終わると思います。しかし、これは国の

補助金を使う場合の標準的なスケジュールですので、補助金なしの場合は、申請の時

期や期間が関係ないため、期間的には圧縮されるものと思われます。 

 

P27 16.事業スケジュールの作成② 

 ４年次以降の国の補助金が関係する詳細なスケジュールの説明は、今回は割愛させ

ていただきます。 

 

P28 17.農家向け勉強会、関係者検討会議の開催 

   本調査では、西谷地区と南部市街地において、消化液の農家向け勉強会を開催しま

した。関係者検討会議も開催しました。また、関係者検討会議は２回開催し、色々な

立場の方に参加いただき、意見をいただいて調査に活用させていただきました。 

 

(２)地域エネルギー課からの説明 

P24 14.建設事業における規制 

西谷地区は市街化調整区域であり、原則、開発行為を行うことができません。開発

行為には、建築物の新築、増築が該当する他、特定工作物の建設を目的とする土地の

区画形質の変更についても含まれます。バイオガスプラントの導入を考える場合、そ

の点をどうクリアするのかがポイントなります。 

バイオガスプラントの構成で見ますと、ふん尿を入れる発酵槽やサイロ、発電設備
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等になりますが、北海道においては、建築物ではなく、いずれも構造物と見なされて

いるとのことです。ただし、建築物ではなくても、特定工作物の建設を目的とする土

地の区画形質の変更については、開発行為となります。建築物を建てないバイオガス

プラントの場合でも、土地の整備の方法によっては開発行為となる場合も考えられる

ので、個々に開発行為に該当するかどうか見極めていく必要があります。 

   都市計画法には、市街化調整区域において、開発行為としてバイオガスプラントを

建てることができるという直接的な規定はありません。そのため、この場合、原則的

に開発は認められず、ハードルは非常に高いといえます。ただし、同法第34条第14号

において、同条第1号～13号までのいずれの規定にも該当しない開発行為として、

「知事（本件の場合は市長）が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街

化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく

不適当と認める開発行為」という規定があります。しかし、例外規定の運用例として、

バイオガスプラントの導入はありませんので、今後導入を計画していった場合、本件

が、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区

域区分の態様等を総合的に勘案して、市街化区域内において行うことが困難又は著し

く不適当であり、真にやむを得ない事情があると判断される内容となっていくかどう

かが大変重要となってきます。 

 

P29 課題の整理 

   まず、「(１)消化液の利用先確保」について、消化液全部を農業利用するのは理想

的ですが、５００頭規模の場合では、市内の全農地面積でいうと６３％の面積に、西

谷地区の全農地面積でいうと８４％の面積に散布するということになり、現実的では

ありません。そのため、実現性と採算性の観点で、消化液の７０％を浄化処理し、残

り３０％を農業利用する事業モデルを設定したわけですが、その場合でも、西谷地区

の農地で見ると２７９ヘクタールのうち７０ヘクタール、つまり２５％の農地に散布

する計算になります。このことは、西谷地区は消化液を散布する農地面積上のポテン

シャルを持っているといことが言える一方、農地の２５％に散布する目途が立たない

と、事業として成立しないということになります。農家向けアンケートでは、消化液

の認知は７％と非常に低い状態です。関心は高いとの結果も出ていますが、現在使っ

ている化学肥料もあるので、消化液に切り替えるかどうかは別の話かもしれません。

実際に２５％の農地に散布する目途を立てるのは今のところ簡単ではないです。その

実現に向けては、本当に農家に関心があって、それを追求してみる動き、例えば稲作

において試験的に使用してみて、広げていくなどの過程を経る必要があるかと思いま

す。養父市のバイオガスプラントの事例でも、３年ぐらいかけて、実証実験をし、消

化液の理解や使用の意向が広まり、目途が立ったと聞いています。 

   次に、「(2)採算性」について、５００頭規模で採算性を有し、実現を目指すモデ

ルとなるのは、食品残渣を受け入れ、消化液の７０％を浄化処理、３０％を農業利用

し、ＦＩＴ売電する場合という結果が出ましたが、先ほど説明があったように、ふん

尿処理の費用負担を変更して試算するなど、収入や支出の項目の一つ一つが変更され

れば、試算結果も変わります。調査では、各項目の金額を仮定して試算しましたが、
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今後、実現の可能性を検証していく場合にはこれを参照しつつ、改めて数字の妥当性

も確認しながら、採算性を精査していく必要があると考えています。 

 あと、今回の調査で詳しくは掘り下げられなかった部分は、浄化した消化液はどう

するのかという課題があります。食品残渣など固形分が多い場合は、リサイクル水と

してプラント内で使っている事例があります。養父市にあるプラントでは、排水もし

ていないとのことですが、詳細は分かりません。三重県の事例では、下水処理場まで

運んでそこで処理すると聞いています。そのような場合、輸送費もかかってきますの

で、今回の試算より厳しくなるということも前提としなければならないと考えていま

す。 

 「(3) 市街化調整区域の規制」について説明します。都市計画法の規制だけでなく、

建築基準法第51条についても考える必要があります。同法第51条では、市街化調整区

域に、廃棄物処理施設を建てる場合、都市計画においてその敷地の位置が決定されて

いなければ建設できないと規定されています。ただし、一般廃棄物処理施設について

は市都市計画審議会、産業廃棄物処理施設については県都市計画審議会の議を経て、

その審議会所管行政庁がその敷地の位置が都市計画上支障がないと認める場合は、こ

の限りではありません。 

家畜糞尿は産業廃棄物であるから、単純に、そのふん尿を発酵処理するバイオガス

プラントが産業廃棄物処理施設であるということではありません。産業廃棄物処理施

設かどうかは、廃棄物処理法の規定によるものであり、その基準において家畜糞尿の

処理は記されていません。また、一般廃棄物処理施設については、一般廃棄物である

スーパーやレストランなどの食品残渣(食品工場など製造業の食品残渣は産業廃棄物)

の受け入れがポイントになります。バイオガスプラントが一般廃棄物処理施設である

かどうかは、一般廃棄物の処理能力が1日当たり５トン以上あるかどうかによります。

５００頭規模のプラントの場合、年間６６３トンの食品残渣を受け入れる想定をして

おり、その場合、１日当たりの処理は１.８トンになります。処理能力の判断は兵庫

県が行いますが、家畜糞尿と食品残渣の受け入れ量・割合の計画とプラントの処理能

力によって判断されるとのことです。 

他に三重県の事例を紹介しますと、全く違う発想なのですが、バイオガスプラント

側が食品残渣を発電の燃料の原料として購入するという方式で事業を進めているとの

ことです。つまり、処理施設ではなく、食品残渣を燃料とする発電施設ということで、

一般廃棄物処理施設ではないという扱いを受けているとのことです。 

   「(4) 事業運営方式」については、３５０頭・５００頭規模のプラントの場合、Ｓ

ＰＣ（特定目的会社）による運営方式が考えられると思います。三重県の事例では、

企業が酪農家と共同で運営していますし、養父市の事例では、一つの企業が全て自社

で行っています。宝塚市においては、市がプラントを導入する考えはなく、導入を表

明している企業などもありません。導入主体が現れていないことが課題であると考え

ています。 

 「(5) 今後の展開」については、５００頭規模の大きなプラントを導入する場合、

地域が本気になる必要があるし、地域全体での合意、実証やさらなる調査などで５年

程度の準備期間がかかります。そのため、今回、調査結果の説明を聞かれて、皆さん
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がどのように受け止め、考え、バイオガスプラント導入の可能性を探る気運が生まれ

るかといったことに、非常に強く関心を持っています。 

一方、バイオガスプラントを迷惑施設と考える方もおられるという現実もあると思

っています。ふん尿や食品残渣の運搬車が通行することを気にされる方おられると思

います。また、以前、長谷でバイオガスプラントの建設の計画がありましたが、この

計画は市が関与しているものではなく、送配電や開発方法の面でかなり不透明な事業

でした。これは開発許可されなかったのですが、バイオガスプラントに良くない印象

を持たれている方もおられると思います。バイオガスプラントを建設することになる

場合においては、地域の総意を得られて進めていくべきものだと考えています。 

   ９月末には、南部市街地でまた調査結果の説明会を行いますが、酪農家、農家、地

域住民とも、意見交換を重ねていきたいと考えています。 

 

３ 質疑 

Ｑ１ 宮崎県での牛のふん尿活用によるバイオガス発電設備導入事例において、建設費

や維持管理費はどれくらいの規模でしょうか。 

Ａ１ 現時点でまだ立ち上げ中ですが、ほぼ完成しており、ガスも出て発電も開始してい

ます。農家一戸が個人で導入した個別型で、ふん尿の輸送は伴いません。食品廃棄物

は入れず、乳牛のふん尿だけを原料とします。 

乳牛約２５０頭規模で建設費は約２億５，０００万円で、国の補助金は活用してい

ません。ＦＩＴで売電しています。維持管理費は年間３４０万円で見込んでいます

（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ２ 宮崎県の事例のバイオガスプラントは、一般廃棄物処理施設ですか。 

Ａ２ 乳牛のふん尿を処理している施設であり、酪農家によくある堆肥盤と同じ扱いです

ので、廃棄物処理施設ではありません（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ３ 事業コストの試算の収入の項目に再生敷料販売が掲げられていますが、再生敷料

とは何ですか。 

Ａ３ メタン発酵処理により生じる消化液を固液分離し、固形分を敷料として再生するこ

とができます。これを再生敷料と言います。メタン発酵を経た消化液を原料とするた

め、大腸菌群等の病原性細菌や雑草種子等も不活性化され、衛生的です。これを今の

敷料に代えて使うと敷料を購入する経費を削減でき、また、余剰分を販売すると収入

になるというメリットもあります（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ４ 先ほど、消化液のサンプルが回ってきて臭いを嗅いだのですが、ほぼ臭気が感じ

られませんでした。量が多くなった場合でも、臭いがしないものですか。 

Ａ４ ふん尿の元々の臭いはなくなると言って差し支えないかと思いますが、全く無臭で

はありません。しかし、普通の酪農現場におけるふん尿の臭いからは想像できないぐ

らい、臭いがなくなります（バイオマスリサーチ㈱）。 
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Ｑ５ 消化液の貯留槽は３カ月分ぐらいの貯留量の想定と説明がありましたが、消化液

を水田に撒く具体的なプランはできているのですか。 

Ａ５ この調査では、時期や量などの詳細な散布計画は立てていませんが、宮崎県の事例

から考えて、宝塚市の場合でも消化液の貯留槽は３カ月程度で足りると考えています。

ちなみに北海道では、雪が降り半年間農業ができないため、７カ月分貯留できる貯留

槽が必要と考えます（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ６ 事業コストの試算において、ふん尿処理費、消化液販売の単価をどのように設定

していますか。 

Ａ６ ふん尿処理費は、乳牛１頭当たり年間２万５，０００円を基準としました。これは、

事業コストの支出から収入を差し引いて赤字分を酪農家に負担してもらうという考え

方で割り返す計算方法ですが、現在のふん尿処理費より安い設定となっています。 

 消化液販売については、１トン当たり５００円で設定しています。化学肥料に換算

すると３，０００円程度の価値があると考えていますが、その使用を広げるため、５

００円という安い価格で販売している地域が北海道にありますので、設定の参考にし

ました。また、農家向けアンケートでは肥料のコストへの関心が高くなっており、そ

の点も考慮しました（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ７ 事業への投資判断ではリスクの問題があると考えます。バイオガスプラントが導

入された場合、酪農がこの先ずっと続くのか、消化液を散布する農地がどれくらい

残るか、そのようなリスクに対して、他の地域で対処している事例などがあれば教

えてください。 

Ａ７ 最大のリスクは、プラントに原料である牛のふん尿が供給され続けるかどうかとい

うことです。このリスクを回避する要素は、プラントでふん尿処理をする酪農家の方

の酪農業を続けていきたいという意思になろうかと思います。 

   それでも、酪農を続けられない場合に対しては、北海道の西興部村で実際稼働して

いるバイオガスプラントの事例を紹介します。この村には１５軒の酪農家があり、全

ての酪農家がバイオガスプラントで牛のふん尿処理をしています。離農する酪農家が

出たときにどうするのだという問題に対しては、そのときにはバイオガスプラント付

新規就農酪農施設として売り出していくという地元の意思確認があります。ただし、

当社でも調査事業を受けており、５年後、１０年後に向けて牛の飼育頭数の意向など

の把握に努めており、見通しを持っています（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ８ 肥料のことが気になります。消化液は、肥料取締法において、肥料として認めら

れているのか、また、販売できる肥料となっているのか教えてください。 

Ａ８ 認められており、販売もされています。また、酪農業から出てくる家畜ふん尿だけ

でバイオガスプラントを運営し、それだけで消化液をつくると有機ＪＡＳ認定を受け

られます（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ９ 消化液のＮ（窒素）、Ｐ（リン）、Ｋ（カリウム）の成分比は、既に調査して安
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定的な結果が出ているのでしょうか。それとも牛により違いがあるとかばらつきが

あるのでしょうか。 

Ａ９ 地域や家畜の飼育の仕方によって変わってきますが、乳牛ふん尿のメタン発酵消化

液の場合、Ｎ（窒素）とＫ（カリウム）が０．３～０．４％、Ｐ（リン）は０．１～

０．２％が一般的な数値になっています（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ10 この会場に西谷地区の酪農家の方がいらっしゃるようでしたら、調査結果を聞い

てどう思っていらっしゃるのかお聞かせください。 

というのも、今後この調査結果を受けて発展的な考え方ができるのか、それとも

調査だけで終わりにしてしまうのかは、今すぐには決められないと思いますが、将

来的に西谷地区の酪農がどうなっていくのかということが分からないので、そのあ

たりが見えてくるとありがたいと思います。 

Ａ10 （参加していた酪農家が発言）プラントの規模にもよりますが、導入費用が何億円

もかかるということで、びっくりするような金額と思いました。ただ、当方も他の酪

農家も後継者がしっかり育っていて、酪農は続けてくれるのではないかなと思ってい

ますので、前向きな話は進めていただきたい。そして、地元の理解があってこそ牛を

飼えるので、環境に優しく、みんなに喜んでもらえるような畜産経営ができたらいい

なと思います。 

 それと、兵庫県は広いですが、県下の酪農家のある自治体として、宝塚市は一番東

です。だから西谷の中だけではなくて、猪名川町や大阪の方まで含めて、消化液を使

っていただけたらいいなと思っています。 

 

Ｑ11 バイオガスに有害物質は含まれますか？ 

Ａ11 バイオガスに含まれる硫化水素です。これは絶対含まれるものなのですが、活性炭

や酸化鉄の脱硫剤を充填した装置にバイオガスを通過させると、それに付着し、安全

なガスになります。ガスはガスバックに収められて、エンジンなりボイラーなりに投

入されて燃焼されて二酸化炭素が排出されるもので、そもそも外気に触れるものでは

なく、人体に触れるところで扱う物ではありませんが、機械に影響を及ぼさないため

にこういったクリーニングをします。そのため、脱硫剤を充填した装置は絶対に装備

されます（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ12 資料１３ページの表の肥料成分（窒素、リン酸、カリウム）の結果と水稲の場合

の消化液の散布方法について、教えてください。 

Ａ12 先ほど、一般的にカリウムが０．３～０．４％と申し上げましたが、ここでのカリ

ウムの分析値は０．１７％となっています。多少低い値となっていますが、これは県

内の他の地域で実際にふん尿を採集して神戸大学で消化液をつくったときの分析値で

す。ピンポイントで一回一カ所でのサンプリングの結果であり、たまたまなのか、カ

リウムが低めの値で出たと考えています。窒素やリン酸は一般的な値でした。実際に

バイオガスプラントを導入する際は、発酵試験を重ねることが重要になってきます。 

 水稲への散布については、１３ページの写真のような３～４トンクラスの液体肥料
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を散布する車両で農地に散布することというのが考えられますが、具体的な検討は行

っていません。また、農家の方に対しても消化液の散布方法の意向については聞き取

っていません。弊社においては、水稲に対しては水口から流すような散布試験を宮崎

県や福岡県で行っており、今後の参考になると思います。 

   また、京都府内でもバイオガスプラントの消化液を水稲に使用している事例があり

ますので、具体的に散布する農作物が絞られてきたときにはそういった情報収集をし

て、プラントが稼働するまでに数年の猶予がありますので、散布試験を行う必要があ

ると考えます（バイオマスリサーチ㈱）。 

    

Ｑ13 バイオマスリサーチ㈱には、調査事業の受託者ということで、本日、結果説明を

していただきましたが、先日、バイオガスプラント事業の立ち上げ支援を業務とす

る会社を設立されたとお聞きしましたので、その業務について教えていただけませ

んか（宝塚市地域エネルギー課）。 

Ａ13 弊社バイオマスリサーチ㈱は、今回のようなバイオガスプラント事業の調査研究コ

ンサルティングをしている会社ですが、消化液を使用したい農家の御要望に応えて、

宮崎県で乳牛２５０頭のプラントを設計の上、施工完了し、今、立ち上げ運転を行っ

ています。コンサルティングだけでなく、自らバイオガス事業も行っている会社です。

さらに、地域のバイオガスプラント事業を支援したいという申し出がＮＴＴ東日本㈱

からあり、本年７月１日付でＮＴＴ東日本㈱と合弁会社をつくりました。新会社の当

面の目的は、バイオガスプラント事業を導入したい地域に対して、初期投資や金融機

関からの資金調達の必要がないリース事業でプラント導入を支援するということです。 

   中期的には、多くのグループ会社を持つＮＴＴ東日本㈱の技術を活用して、プラン

トの低コスト化の技術開発やＩＴ、ＩоＴ、ＡＩなどを使った管理方法の確立、ガス

生産量を予測するソフト開発などに取り組みたいと考えています。また、バイオガス

プラントの電気を地域の施設で使ったり、ガスを直接使ったりすることも報道発表以

降、各地域から提案が出てきています。 

しかし、当面の目的は、リース事業でプラント導入支援ですので、相談していただ

ければ、検討をさせていただきたいと思っています（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ14 ＮＴＴ東日本㈱と連携されて会社をつくったとのことですが、ＮＴＴ東日本㈱が

受けるメリットは何ですか。例えば建設はリースで支援するけれども、発電された

電気は全部ＮＴＴ東日本㈱へ売電するなど、何か条件があるのでしょうか。 

Ａ14 ＮＴＴ東日本㈱としては、元々、国民から資金を集めて一気に電話を普及させた会

社ですので、何か地域に貢献できることはないかと考えている中で、家畜ふん尿をベ

ースとしたバイオガスプラントがテーマに上がったとのことです。その貢献策として、

まず考えられた方法がリースによるコスト面のサポートということです。さらに、Ｎ

ＴＴ東日本㈱の強みとしては通信技術がありますので、これまであまり関わりのなか

った酪農畜産分野で新たな通信技術の開発ができると考えているとのことです。画像

解析技術を使った新たなシステムとか予報プログラムなどをイメージしているようで

す。新しい分野で自分たちの技術がより新たなものに生まれ変わる期待は持っている
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ようですけれども、やはり地域の酪農畜産業を何らかの形で支えたいという思いはあ

るようです。また、再生可能エネルギーを取り扱う子会社も持っており、再生可能エ

ネルギーにも関心はあると思います（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ15 今日は調査結果の説明会でしたが、時間はかかるかもしれませんが、バイオガス

プラント導入につなげていくためには、次のステップとしてどんなことをするのが

いいとお考えでしょうか。 

Ａ15 まずは、今日のように調査結果を市民の皆さんに聞いていただいて、こうしたらい

いのではないかとか、ここが不安だとか、ここはどうなっているのかという意見交換

の場をつくっていくことだと思います。次は９月末に南部の市街地でも市民向けの調

査結果説明会が予定いていますので、またその場でも意見が交換され、その次の場に

つながっていけばよいと考えます。 

   また、行政や地域、事業者、活動団体などで構成される「阪神地域エコネットワー

ク推進会議 資源循環検討部会」といった協議会もありますので、宝塚市単独ではな

くて、特に消化液の活用においては、北摂の広域連携モデルとして議論されていけば

よいと考えます（バイオマスリサーチ㈱）。 

 

Ｑ16 今日来ている方は西谷地区に住んでいる方のほんの一部です。今後もし西谷地区

でまちづくり協議会、あるいはその環境部会でバイオガス発電のことを勉強会した

いと思ったら、勉強会に地域エネルギー課が来て説明をしてもらえますか。 

Ａ16 より多くの人に知ってもらい、意見が交換されることが望ましいと考えており、ぜ

ひ説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします（市地域エネル

ギー課）。 

 

４ 閉会挨拶(地域エネルギー課) 

今日は地域の方、酪農家の方、農家の方、企業の方、兵庫県の担当者にも来ていただ

き、多くの貴重な意見をいただきました。本当にありがとうございました。 

 今日は、特に関心の強い方が来られたと思っており、市域や西谷地区全体での関心はま

だまだ低いと受け止めています。前向きな意見も出て、それはそれでよいのですが、市か

ら説明させていただいたように課題も多くあり、簡単に解決できるものでもないとも思っ

ています。課題がありながら可能性があるならそれを探るというご意向があれば、一緒に

考え、サポートしていきたいと思っています。 

 また、９月末には南部市街地でも調査結果の説明会を開催しますので、そこでは今日の

話をベースにして、さらなる意見交換ができればと考えます。 

ご参加いただいた皆さんにおかれましては、遅い時間にもかかわらず本当にありがと

うございました。 

 そして、講師をしていただきましたバイオマスリサーチの竹内さん、本当にありがとう

ございました。また立ち上げられた会社では、リース事業の相談業務も活動されると聞い

ておりますので、これからも関わっていただければありがたいと思っています。 

 長時間にわたり、皆さん、本当にありがとうございました。 
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